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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10日
平成２０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 2,100,000 2,100,000

例規データベースシステムについては、当
該業者と平成１８年度から５年間の契約を締
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17日
平成２０年度道路清掃車定期
整備

(有)パラミノス 630,000 624,750 道路清掃車の指定整備工場であるため。

4月17日
平成２０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

84,000 84,000
高齢者の就職支援を行う（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17日
平成２０年度小規模水道検針
業務委託

(社)牛久市シルバー
人材センター

80,640 80,640
高齢者の就職支援を行う（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17日
平成２０年度アヤメ園管理業
務委託

(特)うしく里山の会 4,869,480 4,869,480

荒廃していたアヤメ園を農薬や除草剤を使
用せずに再生させたことのみならず、絶滅
危惧種の野草までも再生させ、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、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
への展開に継続的な履行が必要であるた
め。

4月24日
平成２０年度緊急通報装置購
入

東日本電信電話(株)
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。

5月1日
平成２０年度牛久市近代農業
促進協議会耕起作業委託

牛久市近代農業促進
協議会

3,000,000 3,000,000

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。

平成２０年度契約平成２０年度契約平成２０年度契約平成２０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

5月1日
平成２０年度燻蒸作業業務委
託

関東港業㈱鹿島営業
所

934,500 882,000

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、両館とも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。

5月15日
平成２０年度ＫＡＩＺＥＮ活動研
修業務委託

(株)クオリティマネジ
メント研究所

2,100,000 2,100,000

ＫＡＩＺＥＮ活動（ＴＱＭ）における専門知識、
技術等が要求される。また、当市が改善活
動を開始した当初からアドバイザーとして活
動業務に携わっており、活動状況及び事情
を十分に把握しているため

5月20日
平成２０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
(株)

2,648,100 2,648,100
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。

5月26日
平成２０年度スズメバチ駆除
業務委託  単価契約

(株)ヒュリカ 2,509,500 2,509,500
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29日
平成２０年度中学校パソコン
教室用教材ソフト購入

山野井商事(株) 1,386,000 1,386,000

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。

6月5日
平成２０年度ログ管理システ
ム導入業務委託

キヤノン電子(株)東京本社ＬＭ事業部5,558,175 5,558,175
取得したログを用いて個々のパソコンの使
用頻度を把握し・分析する当該システム開
発業者は当該業者のみである。

6月5日
平成２０年度ログ管理システ
ム保守業務委託

キヤノン電子(株)東
京本社ＬＭ事業部

798,000 798,000
取得したログを用いて個々のパソコンの使
用頻度を把握し・分析する当該システム開
発業者は当該業者のみである。

6月5日
平成２０年度児童扶養手当シ
ステム改修業務委託

(株)日立製作所茨城
支店

3,360,000 3,360,000
本システム開発業者であり、他業者では開
発・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

6月5日
平成２０年度牛久市基幹シス
テム改修業務委託

(株)日立製作所茨城
支店

8,440,761 8,440,761
本システム開発業者であり、他業者では開
発・改修ができないため。

6月6日
平成２０年度プール上屋ドー
ム保守点検業務委託

(株)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の
制御装置は当該業者のみメンテナンスが可
能なため。

6月10日
平成２０年度牛久第二小学校
体育館消火栓設備改修工事

(有)安全ガス 1,312,500 1,312,500
漏水により消火栓が使用できないため、緊
急に改修を要する。

6月24日
平成２０年度牛久市グランド
デザイン策定業務

有岡建築都市設計 2,100,000 2,100,000

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の経緯などを
踏まえ、本業務の遂行にあたり当該業者に
委託することが適正である。

6月26日
平成２０年度特定保健指導事
業業務委託

（株）つくばウェルネ
スリサーチ

4,095,000 4,063,500

保健指導事業は、価格での評価が困難なた
め、平成１８年度、国保ヘルスアップ事業開
始時に選定委員会を設けて、当該業者を選
定、契約執行した。今年度の特定保健指導
事業は、国保ヘルスアップ事業を活用する
形での展開となるため、経年的な評価、継
続的な事業展開のために、当該業者との契
約が適当である。

6月30日
平成２０年度総合福祉セン
ターカラオケ機器購入

（有）日商サウンド 609,000 609,000

当該業者は、既存機器の納入及び保守等
についての実績があり、当該業務に関し熟
知しており、後継機器の設置及び保守修繕
に関して有利であるため。

7月3日
平成２０年度廃棄文書機密抹
消処理業務委託  単価契約

栗原紙材(株) 506,047 506,047

廃棄文書の機密抹消処理について、当市を
含めた他自治体における処理実績がある。
個人情報保護の認証資格であるプライバ
シーマークを取得しており、個人情報保護に
配慮した作業を実施する企業として信頼す
ることができる。自社工場により処理を完結
することで、情報漏えいなどの事故の可能
性が低い。処理工場までの運搬時間が30分
程度と短く、追跡調査が容易である。



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

7月3日
平成２０年度図書資料整備委
託  単価契約

(株)図書館流通セン
ター

972,667 907,567

既存の図書資料は、この業者のデータが入
力されており、他の業者ではデータの整合
性がなくなり、図書館サービスの障害とな
る。現在のデータ（図書館資料管理システム
と密接不可分なデータ）を納品できるのはこ
の業者のみのため。

7月3日
平成２０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

5,865,300 5,865,300

当該業者は、平成１４年度よりスポーツ教室
事業に携わり、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。

7月16日
平成２０年度牛久シャトーカミ
ヤ周辺地区歴史的環境整備
街路事業調査

筑波都市整備（株） 14,647,500 14,647,500
本業務の実施にあたり、昨年度まで調査を
進め、かつ当市の状況に精通している当該
業者に履行させる必要があるため。

7月17日
平成２０年度牛久駅・ひたち
野うしく駅エスカレーター修繕
工事

(株)日立ビルシステ
ム東関東支社

4,777,500 4,620,000

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
持っていることから、他社では取り扱いでき
ないと判断されるため。

7月17日
平成２０年度敬老の日大会記
念品購入  単価契約

(株)中村屋 3,227,700 3,227,700
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25日
平成２０年度№２・３・４流量計
点検業務委託

（株）トキメック第１制
御事業部

748,650 724,500
流量計測定部及び制御版内部は製造メー
カー独自の仕様になっており、製造メーカー
以外では点検等の作業ができないため。

7月29日
平成２０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（株）営業
推進本部関東営業部

136,500,000 136,500,000

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。

7月30日
平成２０年度自然観察の森給
水ポンプ交換工事

茨城日化サービス（株）つくば支店 1,722,000 1,522,500
給水ポンプが故障し、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

7月31日
平成２０年度肥料購入  単価
契約

山岡商店 1,040,550 1,040,550
肥料の価格が高騰する中、在庫があったこ
とにより、安価で購入できるため。

7月31日
平成２０年度ポンプ場ポンプ
室ポンプ交換・修繕工事

荏原実業(株)茨城営
業所

6,090,000 6,090,000
交換・修繕する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。

7月31日
平成２０年度ポンプ室ポンプ
交換第２号工事

ラサ商事(株) 3,465,000 3,465,000
交換する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。

7月31日
平成２０年度裁判員制度名簿
調製プログラム導入業務委託

(株)日立製作所茨城
支店

2,730,000 2,730,000 基幹システム開発業者のみが導入できる。

8月7日
平成２０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。

8月11日
平成２０年度（仮称）牛久駅西
地区保育園建設工事監理業
務委託

㈱環境デザイン研究
所

4,725,000 4,725,000

本実施設計は、プロポーザル方式を採用
し、幼児施設ならではの安全面での細やか
な配慮をしている。そのため、材料の決定か
らディデールの確認に至るまで安全・安心の
材料と仕様を選択するノウハウが必要であ
る。よって、実施設計を請け負った業者によ
る一貫した監理が技術的に必要とされるた
め。

8月21日
平成２０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㈱ 883,050 882,000
当該駐車場管理システムを保守管理できる
のは、当該駐車場機器を設置した業者のみ
であるため。

8月27日
平成２０年度牛久第二中学校
深井戸ポンプ交換工事

国際ビルサービス㈱
茨城支店

1,837,500 1,837,500
深井戸ポンプが作動せず給水に支障をきた
しており、早急に改修を要するため。

9月11日
平成２０年度刈谷町雨水人孔
緊急補修工事

株木建設㈱茨城本店 1,722,000 1,627,500
豪雨時にマンホールが破損し、道路が陥没
したため、緊急にマンホール補修を実施す
る必要がある。

10月9日
平成２０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

28,350,000 28,350,000

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。



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14日
平成２０年度灰固化施設点検
整備委託

中電興産㈱ 6,195,000 6,142,500

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、当該業者以外
の業者では点検整備業務を実施することが
できない。

10月16日
平成２０年度ｅLTAX導入業務
委託

㈱日立情報システム
ズ茨城事業所

2,268,000 2,205,000

既存税システムとのデータ連携を行うシステ
ム構築が必要となるため、基幹システム開
発業者であることが導入期間、導入コスト面
ともに有利である。

10月16日
平成２０年度住民税システム
改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

16,275,000 16,275,000 基幹システム構築業者のみが改修できる。

10月23日
平成２０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㈱ 841,050 841,050

使用済み乾電池の処理には特殊な技術と
施設が必要であり、使用済み乾電池をス
チールだけでなく、様々な原材料にリサイク
ルし、また、廃棄物を出さない処理方法を用
いているため。

10月30日
平成２０年度清掃工場点検整
備委託

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

94,500,000 94,500,000

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。

11月6日
平成２０年度介護保険システ
ム（納付書郵便局対応）改修
業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

4,998,000 4,998,000 基幹システム構築業者のみが改修できる。

11月6日
平成２０年度牛久市都市デザ
イン業務委託

有岡建築都市設計 2,131,500 2,100,000

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本年度実
施中の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。

11月27日
平成２０年度バイオディーゼ
ル燃料製造装置購入

㈱ダイキアクシス東
京支社

12,810,000 12,705,000

バイオディーゼル燃料製造装置機種選定審
査委員会の審査結果に基づいて機種を選
定し、当該機種の製造メーカーから購入す
るため。

12月11日
平成２０年度企業情報収集業
務委託

㈱帝国データバンク
土浦支店

535,500 535,500

本業務は、当該業者が独自に調査・保有す
る国内企業データを活用する極めて特殊な
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。



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18日
平成２０年度アヤメ園トイレ棟
周辺広場整備実施設計業務
委託

セントラルコンサルタ
ント㈱茨城営業所

2,383,500 2,362,500

アヤメ園トイレ改築工事の実施設計に続く付
帯設備の実施設計業務委託のため、前設
計と密接不可分な関係にあり、かつ円滑な
履行が確保できるため。

12月25日
平成２０年度岡見ポンプ場Ｎ
ｏ．１ポンプ緊急修繕工事

荏原実業㈱茨城営業
所

2,215,500 2,205,000
岡見ポンプ場Ｎｏ．１汚水ポンプが故障した
ため、緊急で修繕工事を行う。

12月25日
平成２０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。（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）。

12月25日
平成２０年度新公会計システ
ム導入支援業務委託

㈱パブリック・マネジ
メント・コンサルティン
グ

17,336,550 17,336,550

現在、総務省の新公会計制度に対応したシ
ステムを開発した企業は数社あるが、導入
事例があり、他自治体において最終的な成
果品である単体・連結の財務書類４表まで
出力したという実績があるのは当該業者の
みであるため。

1月15日
平成２０年度運動公園グラウ
ンド整備用備品購入

東興産業㈱東京営業
所

1,218,000 1,155,000
既存スポーツトラクターに接続できる購入備
品は、当該業者のみが取り扱っているため。

1月15日 平成２０年度エコバック購入 太陽工業㈱東京支店 1,890,000 1,890,000
当該業者が扱っているエコバックは、特許を
有しており、市民にも浸透している同様のも
のを購入するため。

2月5日
平成２０年度小坂城３次元遺
跡測量調査報告書作成業務
委託

㈲三井考測 987,000 987,000

当該業者が履行した小坂城３次元遺跡調査
測量で判明した詳細な報告や考査に関する
報告書を作成する必要があり、当該業者と
契約した場合、有利に履行できるため。

2月5日
平成２０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

16,642,500 16,642,500
当該システムの開発業者のみが改修できる
ため。

2月10日
平成２０年度焼却炉不燃物搬
送コンベア他補修工事

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

22,050,000 22,050,000

清掃工場は三菱重工㈱設計施工の施設で
あるため、その中核となる設備の補修工事
は、同社保守整備部門の専門会社である当
該業者でなければ施工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

2月12日
平成２１年度ブックスタート
パック購入

(特)ブックスタート 773,680 773,680

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業者
だけである。

2月12日
平成２０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。

2月19日
平成２０年度定額給付金シス
テム構築業務委託

㈱インフォメーション
クリエーティブ

2,625,000 2,625,000

速やかな給付処理のため、迅速にシステム
を構築する必要がある。当該業者は、平成１
８年まで基幹システムの運用を委託した常
駐業者であり、かつ現在使用しているシステ
ムのデータ移行を行った業者であるため、
牛久市のシステムを熟知している。よって、
当該契約に適合した技術者を確保でき、短
期間でシステム構築が可能であるため。

2月26日
平成２１年度使用道徳等副読
本購入

須沢書店 4,935,000 4,935,000

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26日
平成２０年度清掃工場消耗部
品購入

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

3,465,000 3,465,000

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作を依頼購入し
なければ調達することができないため。

2月26日
平成２１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２０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、２１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。

2月26日
平成２１年度電子計算機器賃
貸借

㈱日立製作所茨城支
店

1,150,380 1,150,380
庁内ＬＡＮで使用しているネットワーク機器
の継続使用により庁内ＬＡＮネットワークの
安定性を確保するため。



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

2月26日
平成２１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
当該業者は、対象システムのメーカー指定
保守業者であり、他業者では取扱いができ
ないため。

2月26日
平成２１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㈱ 540,225 540,225
システム開発業者以外は取扱いができない
ため。

3月3日 ２０市単補修第７号工事
鹿島道路㈱茨城営業
所

9,450,000 9,345,000
当該業者が開発したロードヒーター車を用い
て薄層舗装を実施するため。

3月4日
平成２０年度向台小学校消火
栓管改修工事

㈲安全ガス 2,089,500 2,079,000
消火栓管の漏水のため緊急で改修工事を
実施するものである。

3月5日
平成２１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

5,962,320 5,962,320
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るため、
当該業者を特定するものである。

3月5日
平成２１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・公共販売部

5,554,080 5,554,080
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5日
平成２１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 924,000 924,000

当該システムは、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5日
平成２１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

588,672 588,672

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当該業者を選択したこと
による。

3月5日
平成２１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

912,240 912,240
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5日
平成２１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の促進を図るた
め。

3月5日
平成２０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

2,992,500 2,992,500
当該システムの開発業者以外は取扱いが
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

3月11日
平成２０年度牛久市不法投棄
監視カメラ購入

ＮＥＣネッツエスアイ
㈱茨城営業所

1,499,400 1,491,000

当該業者は、廃棄物の不法投棄者、関係車
両、投棄物等を広角に撮影し、その画像記
録及び記録媒体から行為者等の証拠判別
に優れた画像データが得られる不法投棄監
視カメラ（有効画素数２００万画素カメラ・可
搬式）を提供できるため。

3月12日
平成２１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・公共販売部

4,636,800 4,636,800
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12日
平成２１年度英語指導助手
（ＡＥＴ）業務委託

㈱ハートコーポレイ
ション

78,057,000 78,057,000

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
において当該業者に決定したため。

3月12日
平成２１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㈱ 1,515,150 1,512,000
当該駐車場管理システムを保守管理できる
のは、当該駐車場機器を設置した業者のみ
であるため。

3月12日
平成２１年度ログ管理システ
ム保守業務委託

キヤノン電子㈱東京
本社ＬＭ事業部

1,113,000 1,092,000
当該システムの開発業者以外取扱いが出
来ないため。

3月12日
平成２１年度ごみの収集及び
運搬業務委託（１）  単価契約

㈱そめや 66,080,490 66,080,490

当該業者は、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ため。

3月12日
平成２１年度新資源物回収及
び運搬業務委託（１）

㈱そめや 30,754,500 30,744,000

当該業者は、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12日
平成２１年度ごみの収集及び
運搬業務委託（２）  単価契約

㈲栄広社 51,660,735 51,660,735

当該業者は、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ため。

3月12日
平成２１年度新資源物回収及
び運搬業務委託（２）

㈲栄広社 24,055,500 24,053,400

当該業者は、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ため。

3月12日
平成２１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 10,079,475 10,079,475

当該業者は、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ため。

3月12日
平成２１年度新資源物回収及
び運搬業務委託（３）

㈲ワタベ商会 4,683,000 4,674,600

当該業者は、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ため。

3月12日
平成２１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。

3月12日
平成２１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

3,810,450 3,810,450
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12日
平成２１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 3,150,000 3,150,000

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
ても実績を有する。また、市内である為運搬
コストも削減できる。
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3月12日
平成２１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。

3月13日
平成２１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
本業務の牛久市内における登録業者が当
該業者のみであるため。

3月18日
平成２１・２２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

126,817,950 126,817,950
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19日
平成２１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

2,559,600 2,559,600
高齢者に就労の機会を提供し、社会参加・
活動の促進を図る。

3月19日
平成２１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

8,185,254 8,185,254
高齢者に就労の機会を提供し、社会参加・
活動の促進を図る。

3月19日
平成２１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

800,000 800,000
高齢者に就労の機会を提供し、社会参加・
活動の促進を図る。

3月19日
平成２１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

3,034,500 3,034,500
高齢者に就労の機会を提供し、社会参加・
活動の促進を図る。

3月19日
平成２１年度観光用トイレ及
び周辺清掃業務委託

(社)牛久市シルバー
人材センター

745,500 745,500
高齢者に就労の機会を提供し、社会参加・
活動の促進を図る。

3月19日
平成２１年度広報配達業務委
託

(社)牛久市シルバー
人材センター

683,575 683,575
高齢者に就労の機会を提供し、社会参加・
活動の促進を図る。

3月19日
平成２１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

743,400 631,890
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。

3月19日
平成２１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

637,350 541,747

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19日
平成２１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19日
平成２１年度図書館システム
保守

㈱ニューライフ 1,260,000 1,260,000

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19日
平成２１年度電話交換機設備
借上

茨城電話工業㈱ 425,880 425,880

現在使用中の機器一式を当該業者から借
上していることで、同機器を継続して使用す
ることから、提供できる業者が当該業者に限
られるため。

3月19日
平成２１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㈱ 2,946,825 2,946,825

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19日

平成２１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 31,888,500 31,888,500

図書館と協働体制を取る「特定非営利活動
法人リーブルの会」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ため。

3月24日
平成２０年度長寿医療制度シ
ステム改修業務委託

㈱日立製作所茨城支
店

9,481,500 9,481,500 システム開発業者のみが改修できるため。

3月25日
平成２１年度市民活動災害補
償制度業務委託

㈱みぞぐち商会 2,782,560 2,782,560
登録業者の中で、当該業者以外に本設計に
そ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26日
平成２１年度清掃工場運転管
理業務委託

重環オペレーション
㈱

246,225,000 246,225,000

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。

3月26日
平成２１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

6,445,950 6,445,950

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。

3月26日
平成２１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㈱ 587,160 558,180

当該業者が開発した当該システムについて
は、５年間のリース契約が終了するところで
あり、経費が１０分の１となる再リース契約
が可能となるため。

3月26日
平成２１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㈱ 4,723,114 4,721,220
本システム開発業者であり、他業者では保
守ができないため。

3月26日
平成２１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㈱ 13,282,500 13,282,500
北茨城市との事前協議において当該処分
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26日
平成２１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26日
平成２１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

53,353,125 53,287,500

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を
するため。

3月26日
平成２１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。



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26日
平成２１年度焼却灰（飛灰）運
搬業務委託　単価契約

中電興産㈱ 5,327,700 5,327,700
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。

3月26日
平成２１年度学校給食ゼロエ
ミッション業務委託

(特)エコライフ 2,940,000 2,940,000
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。

3月30日
平成２１年度温水熱交換器更
新工事

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

35,700,000 35,700,000

清掃工場温水熱交換器は、三菱重工㈱の
設計製作の設備であるため、同社維持管理
部門専門子会社である当該業者でなけれ
ば、製作及び据付工事が施工できない。


