
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

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6日
平成２８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) 907,200 907,200

７種類の気象観測が可能で、かつ、近年
頻発するゲリラ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システムの
みであり、他に同等品が無い。なお、当該
業者は、当システムを扱う県南唯一の代
理店である。

4月7日
平成２８年度かっぱの里生涯学習
センター施設管理業務委託
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

4,476,384 4,476,384
高齢者の就業支援を行う公益社団法人
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。

4月7日
平成２８年度図書館システム移行
用データ抽出業務委託

(株)まちづくり三鷹 1,871,100 1,871,100
当該システムを開発したのは当該業者で
あり、開発業者以外は取り扱いができな
いため。

4月14日
平成２８年度牛久市生きがい活動
支援事業委託（パソコン教室）

 (公社)牛久市シル
バー人材センター

511,963 511,962
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14日
平成28年度地域資源を活用した
環境学習推進事業委託

 (特)アサザ基金 1,328,400 1,328,400
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14日
平成２８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

1,533,600 1,533,600

例規データベースシステムは、当該業者
の開発したシステムであり、データベース
の更新作業は開発業者しか行うことがで
きないため。

4月21日
平成２８年度緊急通報装置購入
単価契約

東日本電信電話(株)
ビジネス＆オフィス営
業推進本部茨城法人
営業部

1,533,060 1,533,060
稲敷広域消防署がＮＴＴの同機器を採用
しており、当該業者のみ対応が可能であ
るため。

4月21日
平成２８年度アクアサンデー温水
プール賃貸借

磯亀創業(有) 3,240,000 3,240,000

日曜日に事業を実施にあたり、年間を通
じて温水プールが使用できること、休日に
貸切が可能で交通の便が良い等の条件
を満たすのは、当該業者が管理する温水
プールのみであるため。

平成２８年度随意契約結果平成２８年度随意契約結果平成２８年度随意契約結果平成２８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26日
平成２８年度アヤメ園管理業務委
託

(特)うしく里山の会 7,678,800 7,678,800

当該業者には、アヤメ園を農薬や除草剤
等を使用せずに再生し、野草なども再生
させ、自然への回帰を図ることができた履
行経験と知識がある。同時に水生植物園
のような価値のある自然体験ができる施
設へと展開するため、継続的な履行が必
要であるため。

4月28日
平成28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

90,515 90,515
高齢者の就業支援を行う（公社）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28日
平成28年度スズメバチ駆除業務
委託

 (株)ヒュリカ 2,538,000 2,538,000
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（市内業者）により、
当該駆除への対応が迅速に図れるため。

4月28日
平成28年度アクアサンデー水中運
動指導業務委託

 (株)つくばアクアライ
フ

2,499,120 2,499,120

当該業者は、メタボリックシンドローム予
防やロコモティブシンドローム予防の指導
プログラムを持ち、血液検査や体力測定
において教室の効果や改善点を的確に
評価できる実績を持っているため。

4月28日
平成28年度　住民税法改正対応
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,348,000 3,348,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取り扱いができないため。

5月11日
平成28年度　学校給食ゼロエミッ
ション業務委託

(特)エコライフ 2,698,920 2,698,920

学校給食において、発生する残菜及び残
飯を有効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。

5月12日 平成28年度 道路清掃車定期整備
モリタース車輌工業
(株)

1,246,320 1,242,000

当該車両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。

5月13日
平成28年度　みどりのカーテン苗
購入

(福)ゆっこら 98,301 98,301
障害者総合支援法に基づく事業所･施設
等において製作された物品を買い入れる
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

5月19日
平成28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 988,200 696,600

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。

5月19日
平成２８年度小中学校児童生徒用
教育コンテンツ購入

山野井商事(株) 9,410,592 9,390,600

PC教室及び普通教室でICTを活用して授
業を実施していくうえで必要なシステム全
体の構築を当該業者が行っており、シス
テム全体を熟知していることから、安価に
かつ確実にコンテンツ更新をすることがで
きるため。

5月26日
平成２８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

19,665,677 19,656,000

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。

6月2日
平成２８年度開票集計システム購
入

(株)東和 2,300,400 2,300,400
開票集計システム製造会社の県内唯一
の代理店である当該業者のみ購入等の
取扱いができるため。

6月2日
平成２８年度タキイ種苗牛久農場
管理業務委託

鈴木商会 874,800 874,800

当該業者は、タキイ種苗牛久農場を長年
管理し、場内の地下埋設管の位置や施設
を把握する等現場に精通しており、他の
業者に履行させた場合、地下埋設管等に
支障をきたす恐れがあるため。

6月6日
平成28年度牛久運動公園50ｍ
プールドーム天井改修工事

(株)塚原建設 1,782,000 1,782,000
利用者のため、緊急に改修工事をする必
要があるため。

6月9日
平成28年度　参議院議員通常選
挙　選挙公報折込

(株)朝日オリコミ茨城 575,132 561,791
本仕様にそって新聞折込にて配布できる
のは当該業者のみであるため。

6月16日
平成２８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)

2,732,400 2,700,000

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、それ以外のものに履行させた場合
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

6月23日
平成28年度臨時福祉給付金対応
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

4,968,000 4,968,000

平成27年度に導入したシステムの平成28
年度対応版へのバージョンアップになる
ため、平成27年度に導入した当該業者の
み対応が可能であるため。

6月23日
平成２８年度医療福祉費支給に関
する条例改正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,160,000 2,160,000
当該業者は、当該システムの開発業者で
あり、他の業者では取り扱いができないた
め。

6月23日
平成28年度牛久市公共下水道事
業法適用化業務委託

エスティコンサルティ
ング(株)

2,426,760 2,419,200

当該業者は、県内において複数の法適化
支援での実績を有している。また当市に
おける公会計複式簿記化の支援や、現在
も財務書類作成業務を請け負っており、
既に下水道資産の台帳化や資産額の算
出など法適化に必要な内容についても一
部実施していることから、円滑かつ適正な
事業実施が可能であるため。

6月30日
平成２８年度 投票用紙自動交付
機購入

(株)東和 993,600 993,600
当該業者は、当該機器メーカーの県内唯
一の代理店であるため。

7月7日

平成２８年度「牛久市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」進捗
管理支援業務委託

筑波総研(株) 1,522,800 1,522,800

当該業者は、地方創生に係る人口ビジョ
ン・総合戦略策定等の業務を履行してお
り、関連業務である当業務についても総
合戦略等への反映をすることから、円滑・
効率的な履行が図られるため。

7月14日
平成２８年度子育て支援制度改
正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,512,000 1,512,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取り扱いができないため。

7月21日
平成28年度臨時福祉給付金支給
業務委託

 関東情報サービス
(株)

6,116,067 6,116,040

当該業者は、現在「平成27年度年金生活
者等支援臨時福祉給付金支給業務委
託」を履行中であり、当該業務とほぼ同様
であることから引き続き同一業者に履行さ
せることで、円滑かつ適切な事業実施が
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

7月21日
平成２８年度「敬老の日大会」記念
品購入　　単価契約

(株)中村屋 5,961,600 5,961,600

記念品として選定した食料品（祝敬老菓
子詰合せ）を大量生産し、配送まで可能な
業者は、市内で当該業者に限られるた
め。

8月18日
平成２８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)
サービス事業部

4,998,240 4,860,000

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。

8月18日
平成２８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

16,740,000 16,200,000

当該エスカレ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25日
平成２８年度新図書館システム用
ハンディターミナル購入

京セラ丸善システム
インテグレーション
(株) 東京本社

2,445,120 2,445,120

平成２８年１０月より使用する新図書館シ
ステムの情報を、購入するハンディターミ
ナルにプログラム設定をしなければならな
いことから、新図書館システムのメーカー
である当該業者のみが設定可能であるた
め。

9月1日
平成28年度　本人確認書類裏書
印字システムPASiD購入及び保守
点検パック購入

トッパン・フォームズ
(株) 水戸営業所

1,256,040 1,256,040
真贋機能がある本人確認書類裏書印字
システムを取り扱っているのは、当該業者
のみであるため。

9月2日
平成28年度総合福祉センター水中
井戸ポンプ改修工事

(株)常信企業 4,104,000 4,104,000

総合福祉センターの水中井戸ポンプが経
年劣化のため機能が低下し、給水に支障
をきたしており、早急に改修が必要となっ
たため。

9月8日
平成２８年度ひたち野リフレ６階空
調圧縮機交換修繕

東京瓦斯(株) つくば
支社

1,077,840 1,069,725

過去に同程度の履行実績があり、ひたち
野リフレの都市ガス空調機の保守業者で
あることから、短期間で円滑かつ迅速に
修繕を行うことができるため。



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

9月15日
平成28年度　環境マネジメントシス
テム審査業務委託

(一財)日本品質保証
機構

1,243,080 1,243,080

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

9月21日
平成２８年度牛久運動公園体育館
空調設備改修工事

(有)安全ガス 3,880,440 3,877,200
利用者のため緊急に改修工事をする必
要があるため。

9月21日
平成２８年度新図書館システム用
地域イントラ機器設定変更業務委
託

東日本電信電話(株)
ビジネス＆オフィス営
業推進本部茨城法人
営業部

658,800 658,800
地域イントラネットの構築及び保守を行っ
ているのが当該業者であり、当該業者以
外は取扱いができないため。

8月20日
平成28年度第1号汚泥吸引運搬
業務

(株)光商社 12,452,940 12,452,940
汚水圧送管の破損事故があり、緊急に対
応しなければならず、競争に付する時間
的余裕がないため。

8月20日
平成28年度第3号汚泥吸引運搬
業務

(株)中城 2,613,600 2,613,600
汚水圧送管の破損事故があり、緊急に対
応しなければならず、競争に付する時間
的余裕がないため。

8月20日
平成28年度第4号汚泥吸引運搬
業務

(株)ダイトー 15,412,447 15,066,000
汚水圧送管の破損事故があり、緊急に対
応しなければならず、競争に付する時間
的余裕がないため。

8月20日
平成28年度第5号汚泥吸引運搬
業務

(株)シイナクリーン 牛
久営業所

1,414,800 1,414,800
汚水圧送管の破損事故があり、緊急に対
応しなければならず、競争に付する時間
的余裕がないため。

8月20日
平成28年度汚水圧送管破損時ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ場監視操作業務

新和アメニティ(株) 594,000 594,000
汚水圧送管の破損事故があり、緊急に対
応しなければならず、競争に付する時間
的余裕がないため。

8月20日
平成28年度第2号汚水圧送管補
修工事

菊水サトー建設(株) 7,313,760 7,313,760
汚水圧送管の破損事故があり、緊急に復
旧しなければならず、競争に付する時間
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

9月29日
平成28年度　（仮称）牛久市立ひ
たち野うしく中学校基本設計業務
委託

(株)久米設計 33,350,400 33,350,400
(仮称)牛久市立ひたち野うしく中学校建設
事業プロポーザル実施要領の規定によ
り、当該業者が特定されたため。

9月29日
平成28年度汚水圧送管補修用部
材購入

第一高周波工業(株) 3,588,840 3,588,840
汚水圧送管の補修用部材は、製造するの
に特殊技術を必要とし製造可能な業者が
特定されるため。

10月4日
平成２８年度ストレスチェック業務
委託
単価契約

(株)カイテック 899,640 899,640
ストレスチェック事業を執行するうえで、仕
様に沿った内容の業務ができるのが当該
業者のみであるため。

10月6日
平成２８年度庁内ＬＡＮシステム再
構築業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

43,848,000 43,848,000
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・登録業務がシ
ステムの構築業者のみができるため。

10月6日
平成２８年度庁内ＬＡＮシステム保
守業務委託（～平成３３年度）

(株)日立システムズ
茨城支店

73,548,000 73,548,000
再構築した庁内ＬＡＮシステムに関する機
器の保守を業務委託するため。

10月6日
平成２８年度財務会計システム保
守業務委託（～平成３３年度）

ジャパンシステム(株) 16,200,000 16,200,000
システム納入業者以外は保守ができない
ため。

10月20日
平成２８年度不動産鑑定及び時点
修正業務委託（平成３０年度評価
替え用）Ａ工区

(株)山本不動産鑑定
事務所

9,460,800 9,460,800

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
産鑑定士協会が提示している本鑑定の市
町村兵器単価のおおむね８割の額、時点
修正は概ね５割の額で契約が可能である
ため。

10月20日
平成２８年度不動産鑑定及び時点
修正業務委託（平成３０年度評価
替え用）Ｂ工区

中央総合鑑定所 9,460,800 9,460,800

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
産鑑定士協会が提示している本鑑定の市
町村兵器単価のおおむね８割の額、時点
修正は概ね５割の額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

10月20日
平成２８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ＥＳエン
ジニアリング(株) 東
京本部

790,560 790,560
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。

10月20日
平成２８年度社会保障・税番号制
度に伴う住基、税、宛名システム
対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,715,200 3,715,200
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取り扱いができないため。

10月20日
平成２８年度社会保障・税番号制
度に伴う福祉関係システム対応業
務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

13,435,200 13,435,200
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取り扱いができないため。

10月20日
平成２８年度国民健康保険納付金
算定システムデータ連携対応業務
委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,073,600 2,073,600
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取り扱いができないため。

10月20日
平成２８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)
サービス事業部

58,428,000 57,240,000

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26日
平成28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 2,651,400 2,651,400

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。

10月27日
平成28年度　社会保障・税番号制
度に伴う生活保護システム対応業
務委託

北日本コンピューター
サービス(株)

540,000 540,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では扱いができないため。

11月2日
平成２８年度牛久運動公園野球場
管理業務委託

(特)アスク 1,165,320 1,165,320

当該業務の履行にあたり、現在、市の体
育施設におけるグラウンド及び建屋の管
理に関する業務を履行中であり、その業
務の中でスコアボード設備や放送設備の
操作等を習熟した人材を確保できている
当該業者に委託することで、人材確保や
作業管理の面で円滑な履行が可能であ
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

11月4日
平成２８年度（仮称）ひたち野うしく
中学校建設用地管理業務委託

鈴木商会 874,800 874,800

当該業者は、中学校用地の前地権者で
あるタキイ種苗牛久農場を長年管理し、
場内の地下埋設管・配線の位置や施設を
把握し現場に精通しており、他の業者に
業務を履行させた場合に埋設管等により
支障をきたす恐れがあるため。

11月8日
平成28年度体育館トレーニング
コーナー空調設備更新工事

(有)安全ガス 3,672,000 3,672,000
利用者のため、緊急に工事する必要があ
るため。

11月10日
平成２８年度児童扶養手当制度改
正対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,890,000 1,890,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取り扱いができないため。

11月10日
平成２８年度住民税前納報奨金廃
止に伴う対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,782,000 1,782,000
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取り扱いができないため。

11月10日
平成２８年度児童クラブ空気清浄
機購入

山野井商事(株) 2,948,400 2,835,000

オゾン燻蒸およびオゾン回収機能がある
のがこの製品のみであり、当該業者はこ
の製品を扱う県内唯一の１次代理店であ
るため。

11月17日
平成２８年度観光ＰＲ冊子作成業
務委託

(株)ＪＴＢ関東 法人営
業茨城南支店

8,999,640 8,964,000

牛久市の市外向けの観光パンフレットとし
て、発行点数が多く、かつ茨城県内の市
町村においての発行実績も多い「るるぶ」
の牛久市版を作成するものであり、当該
業者のみが企画・編集・制作が可能であ
るため。

11月24日
平成28年度放射能測定器点検校
正業務委託

 (株)ノルメカエイシア 702,000 702,000

当該業者は、牛久市が購入した放射能測
定器の販売代理店であり、製造メーカー
での点検校正を実施し校正証明書を発行
するにあたり専門知識及び技術を有する
ため。

11月24日
平成28年度オリジナルボトル清涼
飲料水購入

澤田茶園 656,019 656,019

当市の紹介や公式キャラクターをあしらっ
た自社製のボトル飲料の製造・販売を実
施してい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

12月15日
平成２８年度ＢＤＦ収集配送用ト
ラック購入

(有)秋元自動車 2,484,410 2,484,410

購入する車両は火災により全損したパ
ワーゲート付トラックであり、中古車を購
入することとし、市内の中古車取扱店に
斡旋を依頼しており、情報を提供された車
両について購入することから、当該中古
車を所有販売している当該業者と随意契
約を行うものである。

12月15日
平成２８年度中央生涯学習セン
ター給水ポンプユニット交換工事

新和アメニティ(株) 1,933,200 1,933,200 緊急を要する設備工事のため。

12月15日
平成２８年度いばらき情報セキュリ
ティクラウド接続業務委託

東日本電信電話(株)
ビジネス＆オフィス営
業推進本部茨城法人
営業部

5,227,200 5,227,200

情報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構築事業者であり、既
存システムへの新たなシステムの構築又
は変更は当該システムの構築業者のみ
ができるため。

12月15日
平成２８年度ＬＧＷＡＮ分離設定業
務委託

東日本電信電話(株)
ビジネス＆オフィス営
業推進本部茨城法人
営業部

996,840 996,840

情報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構築事業者であり、既
存システムへの新たなシステムの構築又
は変更は当該システムの構築業者のみ
ができるため。

12月15日
平成２８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

3,574,800 3,456,000
可燃性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22日
平成２８年度　LGWANネットワーク
構築業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

12,193,200 12,193,200

当該業者は、情報系システムのセットアッ
プおよびセキュリティ関連システムの構築
業者であり、既存システムへの新たなシ
ステムの構築や変更は当該システムの構
築業者のみができるため。



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22日
平成２８年度　静脈認証システム
導入業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

11,340,000 11,340,000

当該業者は、情報系システムのセットアッ
プおよびセキュリティ関連システムの構築
業者であり、既存ネットワークへの新たな
システムの構築は当該ネットワーク構築
業者のみができるため。

1月19日
平成28年度牛久市観光PR動画製
作業務委託

楽天(株) 7,992,000 7,992,000
牛久市観光ＰＲ動画制作プロポーザル方
式選定審査委員会において事業者の選
定を行い当該事業者が選定されたため。

1月19日
平成28年度牛久市指定ごみ袋第3
回作製

(株)大林化学 3,024,000 3,024,000

当該業者は現在牛久市指定ごみ袋第２
回作製を請け負っていることから、履行期
間の短縮等円滑な履行が確保できるた
め。

2月2日
平成２９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) 972,000 972,000

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システ
ムのみであり、他に同等品がない。なお、
当該業者は、当システムを扱う県内唯一
の代理店であるため。

2月2日
平成２９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) 4,133,721 4,133,721

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
が可能である。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2日
平成２９年度ブックスタートパック
購入
単価契約

(特)ブックスタート 878,688 878,688

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2日
平成２９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 3,099,600 3,099,600
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

2月13日
平成２８年度ＢＤＦ製造設備改修
工事

(株)ダイキアクシス 8,640,000 8,640,000

当該業者はＢＤＦ製造機器の設計、製
造、設置者であり、機器等の設備に十分
熟知しており、他の業者が施工した場合
に、ＢＤＦ製造に大きな影響が生じる可能
性があるため。

2月16日
平成２９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(株) 5,672,160 5,672,160
当該業者は、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
設備機構に精通しているため。

2月23日
平成２９年度牛久市コミュニティＦ
Ｍ行政情報発信業務委託

(特)牛久コミュニティ
放送

20,113,920 20,113,920
当該業者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23日
平成２９年度　指定ごみ袋配送及
び販売料金収納業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

4,184,378 4,184,377
高齢者の就業支援を行う（公社）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。

2月23日
平成２９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

3,753,654 3,753,648
高齢者の就業支援を行う（公社）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。

2月23日
平成２９年度奥野小・牛久二中英
語指導講師業務委託（追加分）

(株)インタラック関東
北 北関東支店

3,564,000 3,564,000

当該業者は、市内の小中学校における英
語指導講師業務委託の受託業者である
ことから、業務を円滑に行うことができる
ため。

2月23日
平成２９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

888,767 888,767
高齢者の就業支援を行う（公社）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。

2月23日
平成２９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 34,138,800 34,138,800

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23日
平成２９年度牛久市広報ラジオ番
組制作放送業務委託

(株)茨城放送 1,761,264 1,761,264
茨城県内全域を対象としたラジオ放送を
行っている事業者は当該業者のみである
ため。

2月23日
平成２９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

10,942,192 10,942,192
高齢者の就業支援を行う（公社）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

2月23日
平成２９年度中央図書館TOOLi使
用料

(株)図書館流通セン
ター

518,400 518,400

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である
ため。

2月24日
平成２９年度女化・栄町運動広場
及び小学校グラウンド芝生管理業
務委託

(特)グリーンサポート 19,533,987 19,526,400
当該業者はグラウンド管理業務におい
て、他の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。

2月24日
平成２９年度牛久運動公園体育館
整体業務委託

整体伊藤 1,069,200 1,069,200
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24日
平成２９年度牛久市体育施設グラ
ウンド管理業務委託

(特)アスク 17,125,560 17,015,400
当該業者はグラウンド管理業務におい
て、他の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。

2月27日
平成２９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

9,936,920 9,936,920
高齢者の雇用促進と活用促進を図るた
め。

3月2日
平成29年度　新資源回収及び運
搬業務委託（区域３）

(有)ワタベ商会 24,097,176 24,097,176
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2日
平成２９年度　ごみの収集及び運
搬業務委託（３）
単価契約

(有)ワタベ商会 40,128,048 40,128,048

ごみ集積所の位置・収集経路・集積所周
辺の現状を熟知しており、長年の収集実
績を有する企業であり、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2日
平成29年度　新資源回収及び運
搬業務委託（区域２）

(有)栄広社 24,713,035 24,710,400
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。



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2日
平成２９年度　ごみの収集及び運
搬業務委託（２）
単価契約

(有)栄広社 40,128,048 40,128,048

ごみ集積所の位置・収集経路・集積所周
辺の経緯等を熟知しており、長年の収集
実績がある企業であるため本委託契約を
確実に履行できる。また、車両については
牛久市独自のデザインを施した特殊車両
を有している。

3月2日
平成２９年度　ごみの収集及び運
搬業務委託（１）
単価契約

(株)そめや 53,484,624 53,484,624

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
実績を有する企業であり、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2日
平成29年度　生ごみ収集及び運
搬業務委託

(株)そめや 12,873,600 12,873,600

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
収集運搬業務を委託している業者に追加
業務委託を行うため。

3月2日
平成29年度　新資源回収及び運
搬業務委託（区域１）

(株)そめや 30,174,638 30,174,638
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2日
平成29年度　生ごみ堆肥化業務
委託
単価契約

常陽醗酵農法牧場
(株)

1,499,050 1,499,050
生ごみを適正に堆肥化するための施設・
設備を有しているため。

3月2日
平成29年度　臨時福祉給付金対
応に伴う機器レンタル

(株)日立システムズ
茨城支店

513,000 513,000

臨時福祉給付金システムを利用するPC
等の機器レンタル。システムセットアップ
及びネットワーク設定等、開発業者のみ
が取り扱いできるため。

3月2日
平成29年度　臨時福祉給付金シス
テム対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

5,832,000 5,832,000

平成28年度に導入したシステムの平成29
年度対応版へのバージョンアップ対応と
なるため導入業者のみ対応が可能なた
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

3月2日
平成29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 3,456,000 3,456,000

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。

3月2日
平成29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)

4,255,200 4,233,600
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
ほかにないため。

3月2日
平成29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

1,836,565 1,836,540
高齢者等の雇用創出を図るため、(公社)
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2日
平成２９年度　スプリング入りベッ
ドマット資源化業務

(公社)牛久市シル
バー人材センター

2,445,688 2,445,687
高齢者等の雇用創出を図るため、(公社)
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2日
平成２８年度　使用済み乾電池等
運搬及び再資源化処理業務委託
単価契約

野村興産(株) 1,490,400 1,377,000
水銀を含む製品（ボタン電池、血圧計等）
の再資源化処理ができるのは、当該業者
に限られるため。

3月2日
平成２９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

1,419,120 1,419,120

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。

3月2日
平成29年度PM2.5監視システム運
用及びサーバー保守点検業務

(株)アート科学 609,120 609,120

PM2.5測定機器により、測定した大気汚染
データを市ホームページに自動配信を行
う監視システムの運用及び保守点検は当
該業者以外ではできないため。

3月2日
平成28年度　道徳等副読本購入
（平成29年度使用分）

(株)須沢 3,113,355 2,801,952

副読本は、準教科書として各学校がそれ
ぞれ選定することとなっており、希望する
副読本出版社すべて（小学校5社、中学
校5社）を購入できる指定代理店が当該業
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

3月3日
平成28年度牛久市観光モニタリン
グツアー等業務委託

(株)ＪＴＢ関東 法人営
業茨城南支店

2,997,592 2,997,592
業務内容が専門的であり、モニタリングと
調査が同時に行えるのは当該業者のみ
であるため。

3月9日
平成２９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

7,917,407 7,917,406
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促
進を図るため。

3月9日
平成２９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

3,339,668 3,339,667
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促
進を図るため。

3月9日
平成２９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

977,315 977,314
高齢者に就労の機会を提供し、活動の促
進を図るため。

3月9日
平成２９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)

967,680 967,680
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9日
平成２９年度牛久市総合福祉セン
ター警備業務委託

綜合警備保障(株) 茨
城支社

518,400 466,560
導入した作業設備を利用した場合に、競
争に付するより著しく有利な価格で契約す
ることができると認められるため。

3月9日
平成２９年度要援護者台帳管理シ
ステム保守業務委託

アトミクス(株) 583,200 583,200
当該システムの開発業者であり、他の業
者では取り扱いができないため。

3月9日
平成２９年度コミュニティＷＥＢ
サーバ借上げ

(株)つくばマルチメ
ディア

550,800 550,800

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ことから、
サーバの借り上げについても当該開発業
者に委託することが、迅速な対応・運用に
必要であるため。

3月9日
平成２９年度コミュニティＷＥＢ
サーバ保守業務委託

(株)つくばマルチメ
ディア

583,200 583,200
うしくコミュニティネットを保守管理する上
で、開発業者に委託することで、迅速かつ
適切な対応が可能となるため。

3月9日
平成２９年度住民基本台帳ネット
ワークシステム保守業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,628,800 3,628,800
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、他業者では取り扱いが
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9日
平成２９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

4,769,280 4,769,280
システム構築業者のみが本業務の履行
が可能であるため。

3月10日
平成２９年度臨時福祉給付金（経
済対策分）支給業務委託

関東情報サービス
(株)

6,978,798 6,978,744

当該業者は、本業務の履行内容とほぼ同
一の業務である「平成２８年度臨時福祉
給付金支給業務委託」を履行していること
から、引き続き当該業者に履行させること
により、業務の準備が円滑かつ適切に行
うことが可能であるため。

3月16日 平成29年度広報配達業務委託
(公社)牛久市シル
バー人材センター

635,489 635,489 シルバー人材センター活用のため

3月16日
平成２９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)

3,888,000 3,888,000

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、当市においても平成16
年度から平成27年度まで、その経験を生
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、助言ができるのは当該業者
のみであるため。

3月16日
平成２９年度　ゼロックス複写機複
合機保守契約

富士ゼロックス茨城
(株) 営業統括部

807,840 807,840
複写機保守については、製造メーカー系
列以外のほかのメーカーでの保守ができ
ないため。

3月23日
平成２９年度公有財産管理システ
ム保守業務委託

(株)きもと 筑波営業
所

648,000 648,000

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
容に精通した当該業者でなければ、シス
テム運用に支障をきたすおそれがあるた
め。

3月23日
平成２９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

7,901,280 7,901,280
複写機については、製造メーカー系列以
外での機器保守が不可能であるため、当
該業者を特定するものである。



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23日
平成２９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) 12,225,600 12,225,600
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
所での合意が行われているため。

3月23日
平成２９年度～３１年度清掃工場
運転管理業務委託

重環オペレーション
(株)

766,908,000 761,400,000

牛久クリーンセンターの焼却・資源化施設
は三菱重工（株）の独自設計・施工である
ため、その運転管理にはグループ関連会
社である当該業者でなければ、所定の点
検・維持を含めた適正な操業が行えない
ため。

3月23日
平成２９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　つくば営業
所

21,731,328 21,731,328
複写機については、製造メーカー系列以
外での機器保守が不可能であるため、当
該業者を特定するものである。

3月30日
平成29年度　一般廃棄物及び最
終処分業務委託（２）
単価契約

ジークライト(株) 18,900,000 18,900,000
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。

3月31日
平成29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)

17,831,404 17,831,404

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。当
該業者は両方に精通しており、経験年数
があるため。


