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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1日
令和3年度　健康管理つばさくん改
修業務委託（新型コロナウイルス
ワクチン予防接種記録管理対応）

(株)日立システムズ
茨城支店

2,123,000 2,118,600

「新型コロナウイルスワクチン接種記録シ
ステム」が国により開発されたことを受
け、早急なシステム改修が必要となった
ため。なお、本システムは当該事業者が
開発したものであり、他社での取り扱いが
できないため。

4月15日
令和３年度牛久市内遺跡発掘・整
理作業業務委託
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

330,000 330,000
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

4月15日
令和３年度牛久市埋蔵文化財試
掘調査支援業務委託
単価契約

杉浦造園 1,210,000 1,210,000

当該業者は市内業者であるため重機の
回送料が他者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。

4月15日
令和３年度牛久運動広場簡易トイ
レ清掃業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

152,502 152,502
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

4月15日
令和３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

946,000 946,000

例規データベースシステムについては、
令和３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
更新作業が行えるのは当該業者のみで
あるため。

4月22日
令和3年度公営企業会計支援業
務委託

かがやき税理士法人 1,320,000 1,320,000

下水道事業の公営企業への移行時の状
況及び過年度までの事業の状況を把握し
ており、当該業者以外に履行させた場
合、５月末までに作成の必要がある決算
書類の作成に著しい支障が生じる恐れが
あるため。

4月22日
令和3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

1,238,670 1,238,670
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

令和3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30日
令和３年度地域資源を活用した環
境学習推進事業業務委託
単価契約

(特)アサザ基金 858,000 858,000

牛久市の地域資源について、専門的知
識・技能を有する講師を派遣するという業
務が履行できるのは、当該業者のみであ
るため。

4月30日
令和３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

122,211 122,211
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

4月30日
令和3年度　全庁プリンタートナー
類購入（リコー６４００Ｓ）
単価契約

リコージャパン(株) 茨
城支社　ＬＡ営業部

2,722,500 2,227,500

純正トナー及びドラムユニットについて、
メーカーである当該業者から直接購入す
ることで、著しく有利な価格で購入するこ
とができるため。

4月30日
令和３年度　緊急通報装置購入
単価契約

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

1,122,660 1,122,660
稲敷広域消防署がＮＴＴの同機器を採用
しており、対応できるのは当該業者のみ
であるため。

5月6日
令和3年度　子育て世帯生活支援
特別給付金事業対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,750,000 2,640,000

「新型コロナウィルス感染症緊急経済対
策」に係る低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金が給付
されることとなったことを受け、早急なシス
テム改修が必要となったため。なお、本シ
ステムは当該事業者が開発したものであ
り、他者での取扱いができないものであ
る。

5月12日
令和2年度　テレワーク環境導入・
庁内無線LANシステム構築業務委
託

(株)日立システムズ
茨城支店

80,435,005 79,992,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月12日
令和３年度 個人住民税法改正対
応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,467,951 3,327,500
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月13日
令和３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)

2,079,000 2,079,000

公会計財務書類作成に向けてシステム導
入時の作業、及び統一基準での財務書
類への切り替えについても当該業者が行
なっており、他者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

5月13日
令和３年度小中義務教育学校体
力テスト集計業務委託
単価契約

関東情報サービス
(株)

871,332 871,332

当該業者はデータ入力・集計分析におい
て専門性・正確性が高く、他市町村での
実績もあり、当市の仕様に沿った履行が
可能であるため。

5月13日
令和３年度　資源物回収用エコ
バック購入

太陽工業(株) 東京支
店

1,455,300 1,455,300

資源物回収において現在使用しているエ
コバックを追加して購入することから、そ
の形状や素材、色、表示等の仕様を同一
にする必要がある。この仕様によるエコ
バックを製造しているのは当該業者のみ
であるため。

5月13日
令和3年度牛久市住井すゑ文学館
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

4,212,947 4,212,947
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

5月13日
令和 3年度 国保仮算定取りやめ
に伴う住民情報システム改修業務
委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,646,312 2,530,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月13日
令和3年度　児童扶養手当法改正
に伴う住民情報システム改修業務
委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,255,000 2,172,500
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月13日
令和3年度　介護保険法改正に伴
う住民情報システム改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

6,196,161 6,050,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月13日
令和３年度スズメバチ駆除業務委
託
単価契約

(株)ヒュリカ 1,806,200 1,806,200
当該業者は当市の仕様に沿った迅速な
対応が可能であり、他者と比較して安価
に業務が履行できるため。

5月20日
令和3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

36,623,229 36,619,000

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。

5月27日
令和3年度ひたち野うしく小学校
AC-11系統空調更新工事

日本空調サービス
(株) 筑波支店

1,896,400 1,870,000

ひたち野うしく小学校の空調AC-11系統で
冷媒漏れと圧縮機に不具合があり、空調
が使用できない状況である。児童生徒が
熱中症にならないよう早急に対応するも
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

5月27日
令和3年度　財務会計システム再
構築・保守業務委託（～R8.12月
末）

ジャパンシステム(株) 57,066,570 57,065,800
当該システムの開発業者であり、他社で
の取扱いが困難なため。

5月27日
令和3年度健康管理母子ファイル
取込対応に伴う健康管理システム
改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,590,215 1,529,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月27日
令和3年度追跡用バーコード追加
に伴う国民健康保険システム改修
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

501,669 440,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月27日
令和3年度　国民健康保険法改正
に伴う住民情報システム改修業務
委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,786,077 2,750,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月27日
令和3年度　番号制度データ標準
レイアウト改版対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,732,703 3,630,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

5月31日
令和3年度新型コロナワクチン集
団接種廃棄物収集運搬業務委託
単価契約

勝田環境(株) 569,800 569,800
牛久市が指定する処分先に収集運搬す
ることが可能なのは当該業者のみである
ため。

6月3日
令和3年度　住民基本台帳ネット
ワークシステム統合端末増設対応
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

652,999 627,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

6月15日
令和３年度介護保険料納入通知
書封入封緘業務委託
単価契約

（特）ほっとピア 180,500 180,500
｢障害者優先調達推進法｣に基づき、障害
者就労施設等から役務の調達推進を図
るため。

6月17日
令和３年度第１回牛久市職員採用
試験業務委託
単価契約

(公財)日本人事試験
研究センター

541,200 541,200

職員採用試験における試験問題の提供
及び採点や適性検査の業務に精通して
おり、その実施に必要な知識・技能を持
ち、これまで市における請負実績および
結果が良好であるため。

6月24日
令和３年度 庁舎感染症予防対策
用 手指消毒液購入
単価契約

宝薬品(株) 543,400 543,400

新型コロナウィルス感染症拡大により、国
産で品質を確保できる製品を当市の仕様
に沿って納品できる業者が当該業者に限
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

6月24日
令和3年度　保険料均等割軽減特
例の見直しに伴う後期高齢者医療
システム改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,799,328 2,728,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

6月24日
令和3年度 税制改正に伴う妊産婦
システム改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,692,043 1,650,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

6月24日
令和3年度　新型インフルエンザ等
対策特別措置法に基づく健康管理
システム改修業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

977,241 935,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

6月24日
令和3年度　中間サーバVPN装置
本番移行対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,205,439 1,182,500
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

6月24日
令和3年度広報紙配達業務委託
（追加分）
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

192,456 192,456
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

6月24日
令和3年度中央生涯学習センター
通路タイル修繕

菊水サトー建設(株) 561,000 561,000
牛久市において催事が開催される予定と
なっており、当センターが会場となるた
め、早急に修繕する。

6月24日
令和３年度文化ホール吸収冷温
水機・楽屋系統空調機修繕

高橋興業(株) 880,000 880,000
ホール棟の吸収冷温水機と楽屋系統空
調機が不具合を起こしており、催事が予
定されていることから緊急で修繕する。

7月1日
令和3年度 子育て世帯（ひとり親
世帯以外）生活支援特別給付金
事業対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,860,000 2,750,000

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策」に係る低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり
親世帯以外）が給付されることとなったこ
とを受け、早急なシステム改修が必要と
なったため。

7月1日
令和3年度　選挙対応業務委託
（県知事選挙）

(株)日立システムズ
茨城支店

990,000 946,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

7月15日
令和３年度文化施設及び体育施
設予約システム・講座システム導
入業務委託

(株)パストラーレ 7,370,000 7,370,000
全国の公共施設に導入実績があり、当市
が求める仕様を満たす当該システムを導
入でき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

7月15日
令和3年度牛久駅・ひたち野うしく
駅昇降機修繕工事

(株)日立ビルシステ
ム 関東支社

17,292,000 17,270,000

当該エスカレーター・エレベーターは日立
製作所製のものであり、その系列会社以
外では施行できない。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。

7月15日
令和３年度使用済み乾電池等運
搬及び再資源化業務委託
単価契約

野村興産(株) 2,830,300 2,830,300
国内で水銀をリサイクルできる業者は当
該業者のみであるため。

7月20日
令和３年度茨城県知事選挙投票
所用感染防止対策シールド賃貸
借

(株)躍進 937,816 935,000
牛久市の求める仕様に沿った芯材入り
シールド及びスタンドの用意ができるのは
当該業者のみであるため。

8月5日
令和３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ＬＳエン
ジニアリング(株) 東
京本部

805,200 805,200
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、当該業者以外での保守
ができないため。

8月5日
令和3年度清掃工場計量機操作ポ
スト改良工事

鎌長製衡(株) 6,028,000 6,028,000
計量システムは当該業者の独自設計のも
のであり、当該業者でなければ操作ポス
ト改良工事ができないため。

8月12日
令和３年度牛久市防災情報伝達
システム整備工事
議決案件

日本電気(株) 茨城支
店

515,900,000 515,900,000

牛久市防災情報伝達システム整備工事
公募型プロポーザル実施要領の規程によ
り、特定された当該業者と随意契約するも
の。

8月19日
令和3年度　ID連携サーバ更改対
応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

6,581,466 6,471,080
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

8月23日
令和３年度　牛久市下水道使用料
徴収システム賃貸借（～R9.3月
末）

(株)千葉測器 11,061,600 11,061,600

当市の指定する仕様のとおりのシステム
を提供し、さらに別システムのサーバーを
支障なく共有することができるのは、当該
業者のみであるため。

8月26日
令和３年度　下根中学校AC1～4
系統空調機修繕

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

660,000 660,000
三菱電機製の空調機を分解して実施する
作業であり、当該業者でないと修繕作業
を実施することが難しいため。



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26日
令和３年度ペレット製造設備ペレタ
イザーダイス購入

伸栄工業(株) 704,000 704,000
ペレット製造設備は当該業者が組立て設
置したものであり、製造設備全体の消耗
品等は当該業者のみが調達できるため。

9月2日
令和３年度牛久市総合福祉セン
ターバイオディーゼル発電設備定
期メンテナンス業務委託

ヤンマーエネルギー
システム(株) 東京支
社

1,813,900 1,650,000
当該業者が製造した設備であり、製造元
にメンテナンス業務を委託しなければ、そ
の後の保証が受けられないため。

9月2日

令和3年度牛久市児童クラブ放課
後児童補助支援員派遣業務委託
（10月から3月）
単価契約

(株)つくば電気通信 7,552,512 7,552,512

令和３年度について、児童クラブ支援員
の人材派遣業務を既に委託しており、履
行成績が良好である。児童クラブの運営
上、年度を通して円滑に運営していくにあ
たり、引き続き良好な同じ人材を派遣委
託できるのは当該業者のみであるため。

9月2日
令和３年度　消費者教育パンフ
レット等購入

(株)東京法規出版 528,880 528,880

消費者教育教材について、教職員や消費
生活相談員が数種類の見本等で比較・検
討した結果、内容が簡潔で分かりやすい
ことから選定されたものであり、かつ、選
定されたパンフレットの取扱いがあるのは
当該業者のみであるため。

9月9日
令和2年度　庁内LANリプレイスに
伴うイントラ機器設定変更業務委
託

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

1,287,000 1,210,000
当該ネットワークの構築事業者であり、他
の業者での取り扱いが困難ため。

9月9日
令和3年度　イントラネットPC再
リース（R3.10月～R4.9月末）

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

474,067 474,067
現在のリース機器の契約事業者であり、
当該機器を継続して1ヵ年再リースするた
め。

9月9日
令和３年度清掃工場焼却施設１号
IDFインバータ盤交換工事

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
国内事業部

20,900,000 20,900,000

牛久クリーンセンターは三菱重工(株)の独
自設計であり、同社保守管理部門の子会
社である当該事業者は今回の工事内容
を熟知し、専門的技術を有しており、当該
業者でなければ交換工事が施行できない
ため。

9月16日
令和3年度文化ホール音響設備緊
急修繕

ヤマハサウンドシス
テム(株)

588,500 588,500
文化ホールの音響設備に不具合が発生
してしまい、催事までに復旧が必要である
ため緊急修繕を実施する。

9月16日
令和3年度　附票ネットワークシス
テム連携対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,487,074 2,992,000
当該システム開発業者であり、他の業者
で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

9月16日
令和３年度牛久運動公園スコア
ボード設備保守点検業務委託

パナソニックＬＳエン
ジニアリング(株) 東
京本部

1,595,000 1,595,000
当該スコアボード設備に関しては製造
メーカー独自の製品であり、他の業者で
の保守点検ができないため。

9月24日
令和3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)
国内事業部

61,600,000 61,600,000

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。

9月24日
令和3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)
国内事業部

7,150,000 7,150,000

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。

9月27日
令和3年度図書館総合システム賃
貸借及び保守業務委託再リース
（令和3年10月～令和4年9月）

日通リース＆ファイナ
ンス(株) 茨城営業所

6,353,160 6,353,160
現在のリース機器の契約事業者であり、
当該機器を継続して1年間の再リースをす
るため。

9月30日
令和３年度新型コロナウイルス感
染症ワクチン接種体制確保事業
業務委託

東武トップツアーズ
(株)　茨城南支店

79,601,743 79,601,742

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種
体制確保事業について、令和2年度に締
結した契約に付随する業務を引き続き遅
滞なく履行し、住民接種を円滑に終了す
るために当該業者に委託する。

10月7日
令和３年度衆議院議員総選挙国
民審査用読取分類機購入

(株)東和 2,420,000 2,420,000
当該業者は読取分類機製造社の県内唯
一の代理店であるため。

10月11日
令和３年度衆議院議員総選挙投
票所用感染防止対策シールド賃
貸借

(株)躍進 1,117,600 1,116,500
選挙期日まで日数がなく、通常の契約事
務を行う時間的余裕がないため。

10月11日
令和３年度　衆議院議員総選挙ポ
スター掲示場設置撤去業務委託

(株)タナカ 2,407,680 2,407,680
選挙期日まで日数がなく、通常の契約事
務を行う時間的余裕がないため。

10月14日
令和3年度校務支援システム賃貸
借（～令和8年12月）

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

44,264,220 44,264,220

近隣４市（土浦市、石岡市、かすみがうら
市、龍ケ崎市）と共同利用及び運用する
ため、プロポーザルを実施し、契約事業
者を特定したため。



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
令和3・4年度電算OCR帳票印刷
ブッキング業務委託

富士ビジネス・サービ
ス(株) 守谷営業所

18,004,800 18,004,800
本業務の仕様に対応できるのは当該業
者のみであるため。

10月14日
令和3年度公営企業会計追加支
援業務委託

かがやき税理士法人 880,000 880,000

現在契約している公営企業会計支援業務
に付随する業務であり、当該業者以外に
履行させた場合、著しい支障が生じる恐
れがあるため。

10月14日
令和3年度　選挙対応業務委託
（総選挙）

(株)日立システムズ
茨城支店

990,000 946,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

10月14日
令和３年度新型コロナウイルスワ
クチン追加接種にかかる接種券印
刷業務委託

(株)タナカ 6,930,000 6,930,000

新型コロナウイルスワクチン接種体制確
保事業に基づき、３回目の接種を支障なく
速やかに遂行するためには、２回目まで
の接種券印刷業務を請け負った当該業
者に引き続き委託する必要があるため。

10月21日
令和３年度　衆議院議員総選挙
選挙公報折込業務委託

(株)朝日オリコミ茨城 580,079 580,079
牛久市全域を新聞折込にて配布できるの
は当該業者のみであるため。

10月21日
令和３年度　牛久市下水道使用料
システムデータ切出作業業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,650,000 1,622,500
当該業者のシステムからのデータ移行作
業であり、他者には取扱いができないた
め。

10月28日
令和3年度牛久駅カッパ口第2駐
車場精算機プロテクター交換

日信防災(株) 946,000 946,000
プロテクターと精算機の取扱いは同一業
者である必要があり、当該業者は精算機
を設置した業者であるため。

10月28日
令和3年度 岡田小学校飲料水兼
用耐震性貯水槽清掃点検業務委
託

(株)クボタ建設 東京
支社

2,200,000 2,200,000
当該貯水槽は当該業者の製造商品であ
り、他の業者では製品保証の対象外とな
るため。

10月28日
令和３年度市営猪子住宅空地除
草業務委託

(特)ほっとピア 391,886 391,886
「障害者優先調達推進法」に基づき、障害
者就労施設等から役務の調達推進を図
るため。

11月4日
令和3年度校務ネットワークへの
校務支援システムセットアップ業
務委託

山野井商事(株) 1,455,960 1,455,960

現状使用している各学校のネットワークシ
ステムを構築した構築業者であり、他者
に履行させると既存システム等に支障が
生じるため。



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
令和3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 2,970,000 2,970,000

現在稼働しているバイオディーゼル燃料
製造設備、出荷設備、給油設備は、当該
業者が製造、販売したものであり、他の業
者では点検整備業務が実施できないた
め。

11月4日
令和3年度バイオディーゼル燃料
製造設備修繕

(株)ダイキアクシス 729,300 729,300

バイオディーゼル燃料製造設備は、当該
業者が組立て設置したものであり、製造
設備の修繕等は、当該業者のみが実施
できるため。

11月18日
令和3年度　ひたち野うしく小学校
屋内プール給湯チラー系統配管
洗浄業務委託

三菱電機ビルテクノ
サービス(株) 首都圏
支社茨城支店

781,000 781,000
三菱電機製給湯チラー系統の配管を洗
浄する作業であり、同社でないと作業を実
施することが難しいため。

11月18日
令和３年度 健康管理つばさくん改
修業務委託（新型コロナワクチン３
回目接種対応）

(株)日立システムズ
茨城支店

2,159,007 1,993,200
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

11月29日
令和3・4年度牛久市立おくの義務
教育学校施設一体型基本・実施
設計業務委託

(株)楠山設計 茨城営
業所

92,400,000 92,400,000

おくの義務教育学校施設一体型建設事
業プロポーザル実施要領の規定により、
特定された当該業者と随意契約するも
の。

12月2日
令和３年度　ひたち野うしく小学校
体育館太陽光直流集合盤修繕

飯島電気工事(株) 869,000 869,000

ひたち野うしく小学校体育館太陽光直流
集合盤において、損傷が発見されたこと
から、性能低下や火災などの恐れがある
為、緊急で全系統修繕を行う。

12月9日
令和3年度　牛久小学校給食室配
管改修工事

藤森設備(株) 3,366,000 3,366,000

牛久小学校給食室において、床下埋設配
管の給湯管が老朽化し湯漏れが頻発して
おり、給食提供に支障が出るため、緊急
で露出配管での改修工事を行う。

12月9日
令和3年度　生活習慣病健診等業
務委託
単価契約

(公財)茨城県総合健
診協会

2,367,057 2,367,057

(公財)茨城県総合健診協会は、唯一茨城
県市町村職員共済組合と全国健康保険
協会と生活習慣病他の健診業務契約をし
ている団体で、共済組合等より健診費用
の一部に助成を受けているため。



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

12月9日
令和３年度新型コロナウイルスワ
クチン接種にかかる接種券（5歳～
11歳）印刷業務委託

(株)タナカ 1,122,000 1,122,000

新型コロナウイルスワクチン接種体制確
保事業に基づき、接種を支障なく速やか
に遂行するためには、これまでの対象者
に接種券印刷業務を請け負った当該業者
に引き続き委託する必要があるため。

12月9日
令和3年度　子育て世帯臨時特別
給付金事業対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

2,915,000 2,860,000

令和3年11月19日に閣議決定された「令
和3年度子育て世帯臨時特別給付」にお
いて子育て世帯に対する臨時特別給付
金が給付されることを受け、早急なシステ
ム改修が必要となったため。また、当該シ
ステム開発業者であり、他の業者では取
扱いができないため。

12月16日
令和３年度　牛久市出退勤管理シ
ステム等導入に係るネットワーク
設定変更業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

1,026,381 1,023,000

出退勤システムの導入に伴い、既設の庁
内ＬＡＮネットワークシステムの設定変更
を実施する必要があることから、同システ
ムの保守業者である当該業者に作業を委
託するため。

12月16日
令和３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 715,000 715,000

当該業者は、牛久市が購入した放射能測
定機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。

12月20日
令和3年度新型コロナワクチン3回
目接種における65歳以上の接種
対象者リスト作成業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

770,000 770,000

65歳以上の新型コロナワクチン3回目接
種を速やかに実施するにあたり、早急に
接種対象者リストを作成する必要がある
ため。

12月23日
令和3年度　健（検）診データ取込
対応に伴う健康管理システム改修
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

6,701,621 5,987,300
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

12月23日
令和３年度コミュニティＦＭ放送設
備機器購入

(株)ＮＨＫテクノロジー
ズ 関東甲信越業務
部

7,570,549 7,568,000

現在設置されている機器はＦＭ放送局開
局時に当該業者が設置し維持管理してい
るものであり、機器の更新や維持管理が
可能な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23日
令和 3 年度 児童クラブ用校務外
部系セグメント拡張構築業務委託

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

3,385,800 3,298,900

学校設置分の既存ファイル共有ＮＡＳ設
定及び保守を当該業者が実施しており、
当該業者でしかできない作業であり、履
行期間の短縮、経費の節減に加え、円滑
かつ適切な履行の確保を図ることができ
るため。

12月24日
令和３・４年度新型コロナウイルス
感染症ワクチン接種体制確保事
業業務委託

東武トップツアーズ
(株) 茨城南支店

96,175,926 96,175,926

新型コロナウイルス感染症ワクチン追加
接種体制確保事業について、令和2年度
に締結した契約に付随する業務を引き続
き追加接種においても遅滞なく履行し、住
民接種を円滑に終了するため。

1月13日
令和3年度中央図書館防犯カメラ
用DVRサーバー・ハードディスク交
換修繕

丸山電気工事 538,450 538,450

中央図書館で管理する防犯カメラ用ＤＶＲ
サーバーのハードディスクが劣化し、運用
に支障が出る恐れがあるため緊急で修繕
する。

1月20日
令和３年度　牛久南中学校AC-4
系統空調機修繕

三菱電機ビルテクノ
サービス(株) 首都圏
支社茨城支店

502,700 502,700
三菱電機製の空調機を分解して実施する
作業であり、当該業者でないと修繕作業
を実施することが難しいため。

1月27日
令和3年度　茨城県IBSC更改に伴
うイントラ機器設定変更業務委託

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

1,155,000 1,144,000

情報系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。

2月3日
令和４年度　牛久運動公園体育館
整体業務委託

整体伊藤 935,000 935,000
牛久市の登録業者の中で、十分な実績を
持ち、かつ当該業務の仕様のとおり履行
できる業者は当該業者のみであるため。

2月3日
令和４年度小中義務教育学校図
書館データベース使用料

(株)図書館流通セン
ター

446,600 446,600

学校図書館で利用す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、貸出・検索等において当該データベー
スを使用する必要があるため。

2月3日
令和４年度　富士フィルム複写機
複合機保守契約
単価契約

富士フイルムビジネ
スイノベーションジャ
パン(株) 茨城支社

624,800 624,800
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ができな
いことから当該業者に特定されるため。



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

2月3日
令和４年度広報うしく１５日号配布
業務委託
単価契約

(株)茨城読売ＩＳ 6,769,290 6,745,200
本仕様に沿って１５日号を各戸配布（ポス
ティング）できるのは当該業者のみである
ため。

2月3日
令和４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) 2,673,000 2,673,000

当該業者は各収集場所（行政区）および
周辺状況を熟知しており、長年の収集実
績を有している。市の仕様に沿うことがで
き、行政区の臨時的要望に迅速な対応が
できる体制が確保されているなど、効率
かつ安全な業務履行が可能な業者である
ため。

2月3日
令和4年度牛久市コミュニティFM
行政情報発信業務委託

(特)牛久コミュニティ
放送

19,971,600 19,971,600
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3日
令和３年度　牛久南中学校AC-5
系統空調機修繕

三菱電機ビルテクノ
サービス(株) 首都圏
支社茨城支店

528,000 528,000
三菱電機製の空調機を分解して実施する
作業であり、当該業者でないと修繕作業
を実施することが難しいため。

2月4日
令和3年度 住民税非課税世帯臨
時特別給付金事業対応業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

7,128,111 6,050,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

2月4日
令和3年度　児童手当法改正対応
業務委託

(株)日立システムズ
茨城支店

3,445,428 3,080,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

2月4日
令和3・4年度住民税非課税世帯
等に対する臨時特別給付金支給
事業業務委託

関東情報サービス
(株)

17,720,065 17,720,065
住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金支給を早急に行うため、緊急に契
約する。

2月10日
令和4年度　障害福祉業務総合支
援ソフト賃貸借

(株)ニック 東京支店 950,400 950,400
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

2月10日
令和4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)

3,036,000 3,036,000

本契約事業者は、当市におけるコン
ピュータシステムの運用・調達等の見直し
及び調達コストの適正化への助言等を
行ってきており、実績・経験を踏まえた提
案、助言が求められるため。

2月10日
令和4年度　カラーレーザープリン
ター保守業務委託
単価契約

リコージャパン(株) 茨
城支社　公共文教営
業部

729,300 729,300
設置機器については、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。



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10日
令和4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

5,702,400 5,702,400
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

2月10日
令和4年度生活保護レセプト管理
クラウドサービス使用料

富士通Ｊａｐａｎ(株) 茨
城支社

1,874,400 1,874,400

当該システムは、当該業者と厚生労働省
が生活保護の医療扶助に関するレセプト
情報を電子情報で取り扱うために開発し
たソフトウェアであるため。

2月10日
令和４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　公共文教営
業部

14,937,120 14,937,120
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。

2月10日
令和3年度牛久第一中学校給食
室系統（GHP－１）空調機基板修
繕

藤森設備(株) 550,000 550,000

牛久第一中学校給食室系統空調機につ
いて、基板故障により空調機が使用でき
ない状況であるため、学校衛生の観点か
ら早急に対応するものである。

2月10日
令和4年度　焼却灰（主灰・飛灰）
溶融処理委託
単価契約

中央電気工業(株) 43,068,300 43,068,300
当該業者の所在市町村である鹿嶋市と牛
久市において、焼却灰の搬入について事
前協議にて承認を得ているため。

2月10日
令和４年度　焼却灰（主灰・飛灰）
運搬業務委託
単価契約

中電興産(株) 1,309,000 1,309,000

当センター稼働時から焼却灰の運搬業務
を行っており、委託仕様書のとおり安全・
確実に業務を遂行できるのは当該業者の
みであるため。

2月14日
令和4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 2,878,150 2,878,150
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。

2月17日
令和4年度牛久市住井すゑ文学館
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

7,931,785 7,929,773
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

2月17日
令和３年度新型コロナウイルスワ
クチン追加接種にかかる接種券印
刷業務委託（追加分）

(株)タナカ 3,465,000 3,465,000

新型コロナウイルスワクチン３回目の追加
接種券送付が前倒しとなったため、接種
を支障なく速やかに遂行するためには、
追加接種券印刷業務を請け負った当該
業者に引き続き委託する必要があるた

2月17日
令和3年度臨時特別給付金確認
書作成及び封入封緘業務委託

(株)タナカ 616,000 616,000
住民税非課税世帯等に速やかに臨時特
別給付金確認書を郵送するため、緊急で
契約する。



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

2月17日
令和４年度　牛久市指定ごみ袋の
保管管理業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

1,846,758 1,846,758
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

2月17日
令和４年度　牛久市指定ごみ袋配
送業務委託
単価契約

(公社)茨城県シル
バー人材センター連
合会

1,954,524 1,954,524
高齢者等の雇用創出を図るため、茨城県
シルバー人材センター連合会に当該業務
を委託するため。

2月17日
令和４年度牛久市指定ごみ袋配
送用公用車賃貸借

(株)トヨタレンタリース
茨城

567,600 567,600
牛久市の求める仕様に対して、車両を納
車できるのは、当該業者のみであるた
め。

2月17日
令和4年度　環境美化活動及びふ
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

4,329,072 4,329,072
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

2月17日
令和４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　取手営業所

9,904,400 9,904,400
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ため。

2月17日
令和4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

2,017,467 2,017,466
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

2月17日
令和4年度スプリング入りベッド
マット資源化業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

2,790,558 2,790,557
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

2月17日
令和4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 3,217,500 3,217,500

当該業者は木くず類の資源化施設を有
し、適正に資源化処理を行っている実績
がある。また、市内に施設があり運搬コス
トの削減になるため。

2月17日
令和4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
支社茨城支店

1,445,400 1,445,400

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。

2月17日
令和3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

2,860,000 2,860,000
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。



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17日
令和４年度　４７行政ジャーナル利
用契約

(株)茨城新聞社 660,000 660,000
行政情報サービス「４７行政ジャーナル」
を利用するためのライセンスを提供できる
のは当該業者のみであるため。

2月24日
令和４年度　牛久市体育施設グラ
ウンド管理業務委託

(特)アスク 17,227,100 17,226,000
当該業者はグラウンド管理業務におい
て、他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
令和４年度　牛久市体育施設等芝
生管理業務委託

(特)グリーンサポート 15,530,900 15,526,500
当該業者はグラウンド管理業務におい
て、他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
令和４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

3,180,108 3,180,108
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

2月24日
令和４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

9,614,046 9,614,046
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

2月24日
令和3年度　清掃工場工業用水処
理装置消耗品購入

三菱重工環境・化学
エンジニアリング(株)
国内事業部

1,452,000 1,452,000

当該品メーカーの供給は指定プラントメー
カーのみであり、清掃工場の設計・施工
業者である三菱重工(株)の関連会社から
でないと購入ができないため。

2月24日
令和4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)

3,685,000 3,685,000
分別の出来ない細かい「ガラス残渣」及び
「陶磁器残渣」を資源処理出来る業者が
当該業者のみであるため。

2月24日
令和４年度　ごみの収集及び運搬
業務委託（区域１）
単価契約

(株)そめや 51,336,450 51,336,450

当該業務は、公共性が高く市内全域に渡
り確実な履行が求められることから、市内
の地理や履行条件を熟知しており、臨時
的要望にも対応できる当該業者に委託す
ることで、適切で安定的な業務継続が可
能となるため。

2月24日
令和4年度　新資源回収及び運搬
業務委託（区域１）

(株)そめや 33,693,222 33,693,000
当該業者は、市指定デザイン車両を保有
し、市の求める仕様に対し履行可能な業
者であるため。
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2月24日
令和４年度　ごみの収集及び運搬
業務委託（区域２）
単価契約

(有)栄広社 40,953,990 40,953,990

当該業務は、公共性が高く市内全域に渡
り確実な履行が求められることから、市内
の地理や履行条件を熟知しており、臨時
的要望にも対応できる当該業者に委託す
ることで、適切で安定的な業務継続が可
能となるため。

2月24日
令和４年度　新資源回収及び運搬
業務委託（区域２）

(有)栄広社 28,631,139 28,630,932
当該業者は、市指定デザイン車両を保有
し、市の求める仕様に対し履行可能な業
者であるため。

2月24日
令和４年度　ごみの収集及び運搬
業務委託（区域３）
単価契約

(有)ワタベ商会 37,779,720 37,779,720

当該業務は、公共性が高く市内全域に渡
り確実な履行が求められることから、市内
の地理や履行条件を熟知しており、臨時
的要望にも対応できる当該業者に委託す
ることで、適切で安定的な業務継続が可
能となるため。

2月24日
令和４年度　新資源回収及び運搬
業務委託（区域３）

(有)ワタベ商会 27,944,011 27,943,999
当該業者は、市指定デザイン車両を保有
し、市の求める仕様に対し履行可能な業
者であるため。

2月24日
令和4年度中央図書館TOOLi使用
料

(株)図書館流通セン
ター

528,000 528,000

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・稼動システムと密接不可
欠）を納品できるのは当該事業者のみで
あるため。

3月3日 令和４年度　ｉＪＡＭＰ利用契約 (株)時事通信社 924,000 924,000
行政情報サービス「ｉＪＡＭＰ」を通じて自治
体に係る行財政情報を提供できるのは当
該業者のみであるため。

3月3日
令和4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)

17,859,600 17,859,600

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。両
方に精通している業者で経験年数がある
当該業者に委託する必要があるため。

3月3日
令和4年度ID連携サーバ保守業務
委託

(株)日立システムズ
関東甲信越支社　営
業本部　第一営業部

517,880 517,880
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。
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3月3日
令和3年度　IBSC更改に伴う設定
変更業務委託

(株)日立システムズ
関東甲信越支社　営
業本部　第一営業部

1,319,054 1,265,000

情報系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。

3月3日
令和４年度児童クラブ校務外部端
末等設備保守業務委託

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

517,000 517,000
当該業者は児童クラブネットワークシステ
ムを構築した業者であり、構築業者のみ
保守を請け負うことができるため。

3月3日
令和4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 689,700 689,700

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。

3月3日
令和４年度地域安全見守り業務委
託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

11,192,033 11,192,032
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

3月3日
令和４年度　牛久市出退勤管理シ
ステム保守業務委託

日興通信(株) つくば
支店

1,507,000 1,507,000

令和３年度導入の「牛久市出退勤管理シ
ステム」については、システム提供業者の
独自システムであり、年間のシステム維
持に関する業務や不具合発生時の対応
に関する業務など、他者での取り扱いが
困難であるため。

3月4日
令和4年度　牛久市自立相談支援
事業業務委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

29,147,000 29,147,000

行政、福祉施設、医療機関等の専門機関
と連携を図りながら、地域の利用者に対
し、身近な相談支援を行うことができるた
め。

3月8日
令和４年度牛久市障害者相談支
援事業委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

31,558,000 31,558,000

行政、福祉施設、医療機関等の専門機関
と連携を図りながら、地域の利用者に対
し、身近な相談支援を行うことができるた
め。

3月8日
令和3年度 低所得のひとり親世帯
に対する生活支援特別給付金事
業対応業務委託

(株)日立システムズ
関東甲信越支社　営
業本部　第一営業部

2,707,144 2,420,000

低所得のひとり親世帯に対し茨城県独自
に生活支援特別給付金を給付することと
なったことを受け、早急なシステム改修が
必要となったため。なお、本システムは当
該事業者が開発したものであり、他者で
の取扱いができないものである。



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8日
令和4年度牛久市ファミリーサポー
トセンター事業委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

4,295,000 4,295,000

牛久市の関係機関と連携し、対象が必要
な支援を受けられるよう連絡調整を行うこ
とが可能であり、地域における育児の相
互援助活動を推進することができるため。

3月9日
令和4年度小中学校心臓病検診
等業務委託（その１）
単価契約

(医)常仁会　牛久愛
和総合病院

2,905,980 2,905,980
学校保健安全法に定められている心臓病
検診の実施能力の要件を十分に満たし、
履行可能な機関であるため。

3月9日
令和4年度小中学校心臓病検診
等業務委託（その2）
単価契約

(医)若竹会　セントラ
ル総合クリニック

789,690 789,690
学校保健安全法に定められている心臓病
検診の実施能力の要件を十分に満たし、
履行可能な機関であるため。

3月10日
令和４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

11,952,133 11,952,133
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

3月10日
令和4年度公共施設予約・講座運
営システム使用料

(株)パストラーレ 1,122,000 1,122,000
当該システムの使用料に関しては、シス
テム構築した当該業者としか契約できな
いため。

3月10日
令和4年度幼児・児童・生徒尿検
査業務委託
単価契約

(株)江東微生物研究
所 茨城支所

3,363,855 3,130,050

当該業者は、学校保健安全法に定められ
ている尿検査の実施能力の要件を十分
に満たし、履行可能な唯一の機関である
ため。

3月10日
令和4年度広報紙配達業務
単価契約

(公社)茨城県シル
バー人材センター連
合会

1,135,596 1,135,596
高齢者等の雇用創出を図るため、茨城県
シルバー人材センター連合会に当該業務
を委託するため。

3月10日
令和4年度牛久市児童クラブ子育
てサポーター業務委託
単価契約

(公社)茨城県シル
バー人材センター連
合会

2,969,358 2,969,358
高齢者等の雇用創出を図るため、茨城県
シルバー人材センター連合会に当該業務
を委託するため。



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

3月10日
令和4年度中央図書館夜間管理
補助業務委託
単価契約

(公社)牛久市シル
バー人材センター

1,656,879 1,656,879
高齢者等の雇用創出を図るため、茨城県
シルバー人材センター連合会に当該業務
を委託するため。

3月10日
令和4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 43,942,800 43,942,800

当事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。

3月10日
令和３年度社会科及び進路副読
本購入（令和４年度使用分）

(株)須沢 1,009,200 1,009,200
副読本は準教科書であり、購入できる指
定代理店が市内は当該業者のみである
ため。

3月10日
令和３年度幼稚園・小中義務教育
学校カーテン等クリーニング業務
委託

(有)朝日屋クリーニン
グ工場

1,045,110 1,043,900
登録業者の中で当該業務の履行が可能
な業者は当該業者のみであるため。

3月10日
令和４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) 1,095,336 1,095,336

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、他に同等品が無い。なお、
指名業者は当システムを扱う県内唯一の
代理店であるため。

3月10日
令和４年度牛久市立中学校
STOPit使用料

ストップイットジャパン
(株)

768,900 768,900

STOPitは、匿名でいじめの相談・通報が
出来るアプリである。本市でも、いじめや
人間関係トラブルの相談があり、早期発
見・早期対応に繋がっている。なお、当該
業者はこのアプリを扱う国内唯一の業者
であるため。

3月10日
令和４年度小学校ネットワーク保
守業務委託

東日本電信電話(株)
千葉事業部　茨城支
店

4,836,480 4,836,480
当該業者は小学校ネットワークシステム
を構築した業者であり、構築業者のみ保
守を請け負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

3月10日
令和４年度中学校ネットワーク保
守業務委託

山野井商事(株) 3,021,480 3,021,480
当該業者は中学校ネットワークシステム
を構築した業者であり、構築業者のみ保
守を請け負うことができるため。

3月10日
令和４年度ＧＩＧＡスクールタブレッ
ト運用保守業務委託

山野井商事(株) 3,960,000 3,960,000

当該業者は小中学校ネットワークシステ
ムに合わせてタブレットを導入した業者で
あり、当該業者のみ保証を受けることがで
きるため。

3月10日
令和４年度牛久市見守り台帳整備
事業委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

1,687,000 1,687,000

牛久市社会福祉協議会がこの業務を担う
ことで、機密性の高いこの事業をより安全
かつ迅速に取り扱うことが可能と想定され
るため。

3月11日
令和４年度地区社協支援事業委
託

(福)牛久市社会福祉
協議会

5,512,000 5,512,000
牛久市社会福祉協議会が事業を担うこと
で、円滑な事業運営ができるため。

3月14日
令和4年度古紙売却（4月～6月）
（その2）
単価契約　売払契約

(株)斎藤英次商店 牛
久営業所

477,730 477,730
資源化のため、牛久市内の廃棄物再生
事業者に引き取りを依頼する。

3月15日
令和４年度　牛久市生活支援体制
整備事業業務委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

10,952,000 10,952,000

地域とのネットワーク体制を十分に確保し
ており、かつ、市町村、地域包括支援セン
ターとの連携が十分にとれる事業所であ
ること。また、コーディネーター研修を受講
している者が他の事業所にいないため。

3月16日
令和4年度牛久市重度身体障害
者移送サービス事業委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

3,186,000 3,186,000

包括的でより地域に密着した牛久市社会
福祉協議会がこの重度身体障がい者移
送サービスを担うことで、利用者に最大限
のサービスを付加することが可能と想定さ
れるため。

3月17日
令和４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

1,052,111 1,052,111
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
するため。

3月17日
令和4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)

548,700 548,700
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。



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
令和4・5・6年度英語指導助手派
遣業務委託

(株)ハートコーポレイ
ション首都圏

182,655,000 182,655,000

専門的知識・技能を要する英語指導助手
による英語指導という業務の特殊性によ
り、令和4年2月15日に実施したプロポー
ザル方式選定審査委員会において当該
業者に決定したため。

3月17日
令和４年度地域資源を活用した環
境学習推進事業業務委託
単価契約

(特)アサザ基金 660,000 660,000
牛久市の地域資源について、専門的知
識・技能を有する講師による業務を履行
できるのは、当該業者のみであるため。

3月17日
令和4年度 LGWANサーバ保守業
務委託

(株)日立システムズ
関東甲信越支社　営
業本部　第一営業部

1,053,360 1,023,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

3月17日
令和4年度 静脈認証サーバ保守
業務委託

(株)日立システムズ
関東甲信越支社　営
業本部　第一営業部

653,664 649,440
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

3月17日
令和４年度エスカード生涯学習セ
ンター施設管理業務委託
単価契約

牛久都市開発(株) 5,468,100 5,468,100
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、施設の設備機器に精
通している事業者であるため。

3月17日
令和4年度　一般廃棄物の運搬処
分業務委託
単価契約

グリーンフィル小坂
(株)

26,812,500 26,812,500

当該事業者の所在市町村である小坂町
（秋田県）と当市において、焼却灰の搬出
について事前協議が行われ、合意がなさ
れているため。

3月17日
令和4年度　廃棄物処理委託
単価契約

(一財)茨城県環境保
全事業団

14,657,500 14,657,500

牛久市と当該事業者は平成22年に「緊急
時における一般廃棄物処理に関する支援
協定書」を締結しており、非常時にも焼却
灰の受け入れを行えるため。

3月17日
令和４年度牛久市訪問型サービス
A事業業務委託

(公社)牛久市シル
バー人材センター

521,730 521,730
高齢者等の雇用創出を図るため、牛久市
シルバー人材センターに当該業務を委託
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

3月18日
令和４年度新型コロナウイルスワ
クチン追加接種（12～17歳）にか
かる接種券印刷業務委託

(株)タナカ 1,056,000 1,056,000

新型コロナウイルスワクチン接種体制確
保事業に基づき、12～17歳の対象者に速
やかに3回目の接種を遂行するために
は、2回目までの接種券印刷業務を請け
負った当該業者に引き続き委託する必要
があるため。

3月18日
令和4年度牛久市成年後見制度
利用促進に伴う中核機関事業業
務委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

19,662,000 19,662,000

成年後見に関する事業を実施するうえ
で、一時相談事業所や地域の関係機関と
のネットワーク構成が可能であり、事業を
実施するためのノウハウの蓄積も十分認
められるため。

3月22日
令和４年度地域活動支援センター
Ⅰ型事業委託

(福)精光会 7,815,704 7,815,704

行政や医療機関等の専門機関と連携を
図りながら、精神障がい者を対象に、
個々の課題に合わせた支援を行うことが
できるため。

3月22日
令和４年度地域活動支援センター
Ⅱ型事業委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

40,502,000 40,502,000

行政や医療機関等の専門機関と連携を
図りながら、在宅の障がい者を対象に、
個々の課題に合わせた支援を行うことが
できるため。

3月24日
令和4年度　農業振興地域整備計
画書作成業務委託

(株)アイコンサルタン
ト 茨城営業所

4,268,000 4,235,000

当該業者が、市に導入している地図情報
システムを利用することから、当該業者に
委託することで、履行期間の短縮、経費
の削減、円滑な履行が見込めるため。

3月24日
令和４年度　見守り台帳管理シス
テム保守業務委託

アトミクス(株) 652,300 652,300
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

3月24日
令和４年度牛久市認知症初期集
中支援推進事業業務委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

5,010,000 5,010,000

専門職を有し、かつ、国で定める「認知症
初期集中支援チーム員研修」を受講して
いる者が常駐している事業所が他にない
ため。

3月24日
令和４年度牛久市認知症ケア向
上推進事業業務委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

3,545,000 3,545,000
地域包括支援センターで認知症地域支援
推進員を配置するよう義務付けられてい
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28日
令和４年度牛久市地域福祉ネット
ワーク事業委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

14,041,000 14,041,000

行政、地区社協、福祉施設、医療機関等
の専門機関と連携を図りながら、包括的
に地域の多様な福祉課題、生活課題に向
き合い、総合的な相談機能の充実や地域
福祉のコディネートを図ることができるた
め。

3月28日
令和3年度　新型コロナワクチン予
防接種情報連携対応業務委託

(株)日立システムズ
関東甲信越支社　営
業本部　第一営業部

990,000 990,000
当該システム開発業者であり、他の業者
では取扱いができないため。

3月30日
令和4年度　牛久市地域包括支援
センター博慈園運営事業業務委託

(福)博慈会 25,207,000 25,207,000

当該業者は、平成５年度の制度改正前よ
り高齢者在宅支援を行っており、高い技
術の高齢者支援事業を展開できることが
見込まれるため。

3月30日
令和4年度　牛久市地域包括支援
センター運営事業業務委託

(福)牛久市社会福祉
協議会

88,931,000 88,931,000
当該業者は、高齢者の特性や地域状況
等を把握しながら事業展開できることが見
込まれるため。

3月30日
令和４年度在宅医療・介護連携相
談窓口事業業務委託

(一社)牛久市医師会 3,006,000 3,006,000

地域の医療・介護関係者からの相談に対
して両制度に精通し、中立的な立場での
助言や支援ができる牛久市医師会が適
任のため。

3月31日
令和4年度古紙売却（4月～6月）
（その1）
単価契約　売払契約

栗原紙材(株) 牛久事
業所

375,320 375,320
資源化のため、牛久市内の廃棄物再生
事業者に引き取りを依頼する。

3月31日
令和4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) 15,665,100 15,665,100
焼却灰処分地が所在する北茨城市と当
市において、事前協議により合意がなさ
れているため。

3月31日
令和4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(株) 21,120,000 21,120,000
当該事業者の最終処分場がある米沢市
と焼却灰搬入について、事前協議により
合意がなされているため。


