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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

1 庶務課
公式ホームページＣＭＳ等保守管理業務委
託

中野市公式ホームページの管理運用に使
用しているコンテンツマネジメントシステム
等の保守管理

㈱コンテンツビジョン 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

882,442円

中野市公式ホームページのコンテンツマネ
ジメントシステムの構築業者以外の者にシ
ステムの保守、改修等を履行させると、同シ
ステムの運用に著しく支障が生じるおそれ
があるため。

2号

2 庶務課
例規集加除及び例規集データ更新
（単価契約）

中野市例規集８部の追録加除及びデータ
ベースの更新

第一法規㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

3,300円/頁

法令等について専門的な知識を有し、ま
た、例規集発行当初から追録加除を行って
おり、既存例規集の台本や現時点の例規内
容だけでなく過去から蓄積してきた本市の
例規データを保有している唯一の業者であ
ることから、例規データの正確性が確保され
るため。

2号

3 庶務課 行財政情報サービス「iJAMP」利用 iJAMPの利用 ㈱時事通信社 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

112,200円/月
当該業者が提供するサービス（提供情報）
が有益かつ豊富であるため。

2号

4 庶務課 中野市音声告知放送業務委託
市や各種団体などのイベント情報等を音声
告知放送で告知するため、放送業務を委託
する。

テレビ北信ケーブルビジョン㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

2,079,000円
放送法による市内の民間放送業者であり、
音声告知放送業務に必要な専門技術を有
しているため。

2号

5 庶務課 市職員人間ドック業務委託（単価契約）

労働安全衛生法に基づき、事業者は、労働
者に対して年1回健康診断を実施し、労働
者は、事業者が行う健康診断を年1回受け
なければならないことから、市職員が受診で
きるよう人間ドック（40歳以上は特定健診を
兼ねる）業務を委託する。

長野県厚生農業協同組合連
合会　北信総合病院

令和2年5月15日
令和２年５月15日～
令和３年３月31日

正規・再任用職
員

1泊2日ドック
農協組合員
25,024円/人

ほか５件

市内で当該検査項目を同じ場所で実施する
ことができることに加え、長野県市町村職員
共済組合が健診後の特定保健指導業務に
係る契約を締結している医療機関であり、ま
た、本市の過去の検査結果等のデータを管
理しているため。

2号

6 庶務課
全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病
予防健診業務委託（単価契約）

労働安全衛生法に基づき、事業者は、労働
者に対して年1回健康診断を実施し、労働
者は、事業者が行う健康診断を年1回受け
なければならないことから、全国健康保険
協会（協会けんぽ）加入の35歳以上の会計
年度任用職員が受診できるよう生活習慣病
予防健診を委託する。

長野県厚生農業協同組合連
合会　北信総合病院

令和2年5月15日
令和２年５月15日～
令和３年３月31日

生活習慣病予防
健診

基本コース
　7,169円/件

ほか３件

市内で当該検査項目を同じ場所で実施する
ことができることに加え、全国健康保険協会
が健康診断及び特定保健指導の実施に係
る契約を締結している医療機関であり、ま
た、本市の過去の検査結果等のデータを管
理しているため。

2号

7 庶務課 市職員定期健康診断業務委託（単価契約）

労働安全衛生法に基づき、事業者は、労働
者に対して年1回健康診断を実施し、労働
者は、事業者が行う健康診断を年1回受け
なければならないことから、39歳以下の職
員が受診できるよう集団健康診断を行う。

公益財団法人　長野県健康づ
くり事業団

令和2年5月18日
令和２年５月18日～
令和３年３月31日

35歳以外の職員
9,240円/人
35歳の職員
10,010円/人

検診車を所有し、集団検診体制が整ってい
るほか、本市の過去の検査結果等のデータ
を管理しているため。

2号

8 庶務課 動画編集及びDTPソフトウェアライセンス購入

ソフトウェアライセンスの購入及び更新
Adobe Creative Cloudグループ版コンプリー
トプラン＋Adobe Stock
（12カ月プラン）　計８式

アドビ㈱ 令和2年5月28日
令和２年６月１日～
令和３年５月31日

937,824円

市で実施する広報事業を推進するためには
動画編集ソフト及びＤＴＰ（卓上出版）ソフト
の使用が必要であり、相手方は、現在市で
導入しているシステム（Adobe CC）を開発・
リリースしている者である。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）
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の号

9 危機管理課
防災行政無線（同報系）設備保守点検業務委
託

防災行政無（同報系）設備が正常な機能を
維持し、災害時等に市民への情報伝達が確
実に行えるよう保守点検業務を行う。

㈱日立国際電気 長野営業所 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

7,766,000円

保守及び点検においては、設備の仕様のほ
か、設備を構成する各機器の機能や性能及
びソフトフェア等の細部に渡って熟知してい
る必要があるとともに、万一の不具合発生
時には迅速かつ的確な対応が取れることが
必要不可欠であることから、設備の施工事
業者であり保守点検の実績を有する当該者
を選定した。

2号

10 危機管理課
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）設備保守
点検業務委託

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）設備が
正常な機能を維持し、災害時や緊急時に市
民への情報伝達が確実に行えるよう保守点
検業務を行う。

富士通ネットワークソリュー
ションズ㈱ 信越支店

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

1,120,900円

保守及び点検においては、設備の仕様のほ
か、設備を構成する各機器は元より、連動
する機器についても熟知しているとともに、
万一の不具合発生時には迅速かつ的確な
対応が取れることが必要不可欠であること
から、設備の施工事業者であり保守点検の
実績を有する当該者を選定する。

2号

11 政策情報課 公共施設マネジメントシステム使用料
令和元年度に導入した公共施設マネジメン
トシステムを使用するためシステム使用契
約を行う。

㈱パスコ　長野支店 令和2年4月1日
令和2年４月1日～
令和7年3月31日
（長期継続契約）

660,000円/年

公共施設マネジメントシステムの導入事業
者であり、継続したデータの入力が必要とな
り導入事業者以外のシステムと互換性が無
いため。

2号

12 政策情報課 中野市情報通信基盤設備保守業務委託

平成29年度に新庁舎等に整備した中野市
情報通信基盤設備を常時良好な状態に保
持し、十分な機能を確保するために必要な
保守点検及び運用支援を委託する。

富士通ネットワークソリュー
ションズ㈱　信越支店

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

7,618,028円

公共施設間ネットワークを含む新庁舎等の
ネットワーク設備及び音声告知放送設備に
ついては、情報系業務や基幹系業務、内線
電話、公衆無線ＬＡＮ、音声告知放送等の
通信基盤であることから重要度が非常に高
く、保守業務の履行に際しては、管理情報
の熟知、責任分界点の複雑化の回避、管理
情報の共有範囲の最小化が並行して求め
られることから、情報通信基盤設備の設計・
構築・導入業者に履行させる必要がある。

2号

13 政策情報課
中野市公衆無線ＬＡＮ環境運用保守業務委
託（平成29年度構築分）

平成29年度に市民及び観光来訪者に対す
る利便性の向上及び行政からの情報発信
力の強化、災害時の活用を目的として整備
した中野市公衆無線ＬＡＮ環境を常時良好
な状態に保持し、安定したサービスを提供
するために必要な運用保守を委託する。

㈱ミライト　信越支店 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

2,525,820円

中野市公衆無線ＬＡＮサービスについて、市
民及び観光来訪者に対する利便性の向
上、行政からの情報発信力の強化及び災
害時の活用を目的として提供するものであ
ることから、障害発生時やメンテナンス時に
は、早急かつ確実な対応が求められるた
め、管理情報等を熟知している平成29年度
構築分中野市公衆無線ＬＡＮ環境の構築・
導入業者に履行させる必要がある。

2号

14 政策情報課
中野市公衆無線ＬＡＮ環境運用保守業務委
託（平成30年度構築分）

平成30年度に市民及び観光来訪者に対す
る利便性の向上及び行政からの情報発信
力の強化、災害時の活用を目的として整備
した中野市公衆無線ＬＡＮ環境を常時良好
な状態に保持し、安定したサービスを提供
するために必要な運用保守を委託する。

㈱ＴＯＳＹＳ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

1,232,000円

中野市公衆無線ＬＡＮサービスについて、市
民及び観光来訪者に対する利便性の向
上、行政からの情報発信力の強化及び災
害時の活用を目的として提供するものであ
ることから、障害発生時やメンテナンス時に
は、早急かつ確実な対応が求められるた
め、管理情報等を熟知している平成30年度
構築分中野市公衆無線ＬＡＮ環境の構築・
導入業者に履行させる必要がある。

2号
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15 政策情報課 中野市情報系仮想化基盤運用保守業務委託

平成28年度に構築し、平成30年度に増設を
実施した中野市情報系仮想化基盤を常時
良好な状態に保持し、十分な機能を確保す
るために必要な運用保守を委託する。

㈱日立システムズ　関東甲信
越支社　長野営業所

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

2,547,600円

　職員が利用する情報系端末については、
情報系仮想化基盤上で稼働していることか
ら、障害発生時やメンテナンス時には早急
かつ確実な対応が求められるため、管理情
報等を熟知している情報系仮想化基盤の構
築・導入業者に履行させる必要がある。

2号

16 政策情報課
中野市基幹系業務システム保守管理業務委
託

基幹系業務システムを常時正常かつ良好
な状態で稼働させるため、運用保守を実施
する。

㈱電算 令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

56,007,888円

基幹系業務システムについては、各種市民
サービスの根幹をなすものであることから、
業務継続性が高く、安定的な稼働が求めら
れるため、管理情報等を熟知している設計
導入業者に履行させる必要があるため。

2号

17 政策情報課 中野市基幹系業務システム使用
基幹系業務の適正実施、並びに現行住民
サービスの継続的かつ安定的な実施を目
的とする。

㈱電算 令和2年4月1日
令和２年４月1日～
令和３年３月31日

33,409,563円

基幹系業務システムについては、各種市民
サービスの根幹をなすものであることから、
業務継続性が高く、安定的な稼働が求めら
れるため、管理情報等を熟知している設計
導入業者に履行させる必要があるため。

2号

18 政策情報課 中野市基幹系システム関連機器等賃貸借

現在運用している基幹系システムは、平成
27年度に導入した機器により稼働しており、
導入から５年が経過し、今年度で賃貸借期
間が終了する。今後も継続した基幹系業務
システムの安定稼働と共同利用型システム
の確実な稼働のため、機器の更新を実施す
る。

㈱電算 令和2年9月25日
令和３年１月１日～
令和７年12月31日

1,142,130円/月

基幹系業務については、各種市民サービス
の根幹をなすものであることから、業務継続
性が高く、安定的な稼働が求められるため、
管理情報等を熟知しているシステム導入業
者に履行させる必要がある。また、機器の
調達業者とシステムの導入業者を同一にす
ることで、不具合が生じた際に迅速に対応
することが可能である。

2号

19 政策情報課
中野市統合型地理情報システム保守管理業
務委託

　統合型地理情報システム及び道路台帳シ
ステムを円滑に運用していく上で必要となる
技術的支援及び保守を行う。

国際航業㈱　長野営業所 令和2年4月1日
令和2年4月1日～令
和3年3月31日

929,390円

　中野市統合型地理情報システムについ
て、各課等の業務で使用していることから、
障害発生時やメンテナンス時には、早急か
つ確実な対応が求められるため、管理情報
等を熟知している中野市統合型地理情報シ
ステムの構築・導入業者に履行させる必要
がある。
　また、住民基本台帳システムとの連携もあ
り、個人情報等を扱っていることから、関係
する業者については、最小限とする必要が
ある。

2号

20 政策情報課
中野市情報ネットワーク伝送路設備保守管理
業務委託

　音声告知システム及び豊田情報センター
ケーブルテレビサービスの通信網として整
備した中野市情報ネットワーク伝送路設備
を常に良好な状態に保持し、十分な機能を
確保するために必要な保守管理を行う。

テレビ北信ケーブルビジョン㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～令
和3年3月31日

12,016,400円

中野市情報ネットワーク伝送路設備の借受
業者であり、また平成20年度から当保守管
理業務を受託しており、現場及び設備を熟
知しているため。

2号

21 政策情報課 中野市情報配信システム（すぐメール）
緊急防災情報等をメールにより一斉配信す
るクラウドサービスシステムの利用。

バイザー㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～令
和3年3月31日

858,000円
既存システムの設計構築業者であり、設計
管理情報等を熟知しているため。

2号
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22 政策情報課 中野市情報ネットワーク機器設置場所賃貸借

中野市情報ネットワーク機器設置に係る賃
貸借。
（場所）
中野市大字中野1863番地1　テレビ北信
ケーブルビジョン株式会社
（設置機器）
・光送受信伝送路センター設備
・自家発電設備設

テレビ北信ケーブルビジョン㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～令
和3年3月31日

864,000円
中野市情報ネットワーク機器設置場所の所
有者

2号

23 政策情報課
セットトップボックス管理業務委託
（単価契約）

　豊田情報センターケーブルテレビサービス
区域（中野市豊田地域）におけるデジタル多
チャンネル放送（BS、CS衛星放送）の視聴
に必要なセットトップボックス（受信チュー
ナー）の通信管理に係る業務。

テレビ北信ケーブルビジョン㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

1,100円/台

　市内で唯一セットトップボックスを管理する
システムを所有している事業者であり、また
当該システムと密接不可分の関係にある豊
田情報センターケーブルテレビサービス区
域（中野市豊田地域）へテレビ信号を供給し
ている送出設備を管理しているため。

2号

24 政策情報課
中野市豊田情報センター加入者支援業務委
託

豊田情報センターで提供しているケーブル
テレビサービスを利用している加入者宅に
おける障害対応業務

テレビ北信ケーブルビジョン㈱ 令和2年5月1日
令和2年5月1日～
令和3年3月31日

862,730円

　市内唯一のケーブルテレビ事業者であり、
本業務の履行に密接不可分な関係にある
豊田情報センターケーブルテレビサービス
区域（中野市豊田地域）へテレビ信号を供
給する送出設備を管理しており、また、豊田
情報センター伝送路設備の保守管理業務を
受託しているため。

2号

25 政策情報課 番組制作等業務委託
　豊田情報センターケーブルテレビサービス
区域（中野市豊田地域）における自主放送
番組の制作及び放送に係る業務。

テレビ北信ケーブルビジョン㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

8,657,000円

　市内唯一のケーブルテレビ事業者で自主
放送番組の制作に係る専門的知識を有して
おり、また自主放送番組の放送と密接不可
分の関係にある豊田情報センターケーブル
テレビサービス区域（中野市豊田地域）へテ
レビ信号を供給している送出設備を管理し
ているため。

2号

26 政策情報課 デジタル放送ヘッドエンド使用

　豊田情報センター加入世帯へ地上デジタ
ル放送・ＢＳデジタル放送・ＣＳデジタル放送
に係るテレビ信号の再送信設備に係る使
用。

テレビ北信ケーブルビジョン㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

693,000円
　市内で唯一デジタル放送に係るテレビ信
号の再送信設備を所有している事業者であ
るため。

2号

27 政策情報課
令和2年国勢調査における調査区要図・調査
員用地図作成業務委託

令和2年国勢調査を実施するに当たり、調
査員用の調査区要図及び配布用の地図の
作成を行う。

㈱ゼンリン　長野営業所 令和2年5月11日
令和2年5月11日～
令和2年8月31日

715,000円 住宅地図を作成する業者であるため。 2号

28 政策情報課
令和2年国勢調査調査用品仕分け・配送業務
委託

令和2年国勢調査を実施するに当たり、調
査用品の仕分け及び配送業務を行う。

日本通運㈱　長野支店 令和2年6月8日
令和2年6月8日～
令和2年8月31日

660,000円
国の調査用品配送業務の受託業者であり、
迅速かつ安価に業務を履行できるため。

2号

29

新型コロナ
ウイルス感
染症生活支
援対策室

特別定額給付金給付事業業務委託
特別定額給付金給付事業の実施に当たり、
給付事務を迅速かつ的確に行うためにシス
テム構築及び運用支援等を委託する。

㈱電算 令和2年5月7日
令和2年5月7日～
令和2年8月31日

10,913,540円

特別定額給付金は、基準日（令和２年４月
27日）時点において住民基本台帳に記録さ
れている者を給付対象者とすることから、住
民基本台帳システムと密に連携するため、
給付事務の迅速かつ的確な実現及び情報
の一元管理の観点から、当該システムの構
築・導入・保守業者に履行させる必要があ
る。

2号



5

特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

30

新型コロナ
ウイルス感
染症生活支
援対策室

地域支えあいプラスワン消費促進事業　中野
市地域支え合い商品券印刷業務

地域支えあいプラスワン消費促進事業の実
施にあたり、商品券を全市民に迅速かつ的
確に配布するために商品券の印刷業務を
依頼する。

㈲高錦堂印刷所 令和2年7月31日
令和2年7月31日～
令和2年8月21日

1,233,100円

商品券の偽造防止対策（商品券１枚ごとに
通し番号記入）と切り離し加工が可能である
とともに、商品券の封入作業時に必要とな
る内三つ折りを行った上で納品を行える市
内唯一の業者であり、令和元年度「中野市
プレミアム付商品券等印刷業務」の請負業
者としての実績もあるため。

2号

31

新型コロナ
ウイルス感
染症生活支
援対策室

地域支えあいプラスワン消費促進事業　中野
市地域支え合い商品券取扱事業者登録・換
金業務委託

地域支えあいプラスワン消費促進事業の実
施に当たり、商品券の取扱事業者の募集及
び登録を早急に行う必要があるため、当該
業務を依頼する。

信州中野商工会議所 令和2年7月22日
令和2年7月22日～
令和3年3月31日

（単価契約）
発行総数におけ

る商品券１枚
（500円分）当たり

11円

中野市地域支え合い商品券交付事業実施
要綱第10条第２項のとおり、商品券の換金
手続き業務については、信州中野商工会議
所に委託することができるとされているとと
もに、市内唯一の総合経済団体であり、新
型コロナウイルス感染症経済対策として令
和２年５月から７月にかけて行った「信州な
かの未来券」の事業実施の際に、取扱店の
募集・登録を行った実績があるため。

2号

32 財政課 財務会計システム機器更改業務委託

令和２年６月30日をもって５年間の財務会
計システム機器のリースが満了することに
伴い、既設システム機器の更新・バージョン
アップが必要となることから、システム機器
に所要の更改を行う。

㈱電算 令和2年6月23日
令和2年6月23日～
令和2年8月31日

16,038,000円

既設財務会計システムの導入事業者であ
り、導入事業者以外の者にシステム機器更
改業務を履行させると、既設システムの運
用に著しく支障が生じるおそれがあるため。

2号

33 財政課 財務会計システム保守業務等委託
令和２年６月30日をもって財務会計システ
ム保守業務等委託の現契約が終了となるこ
とから、業務委託契約の更新を行う。

㈱電算 令和2年6月26日
令和2年7月1日～
令和7年6月30日
（長期継続契約）

350,086円/月

既設財務会計システムの導入事業者であ
り、導入事業者以外の者に保守業務を履行
させると、既設システムの運用に著しく支障
が生じるおそれがあるため。

2号

34 財政課
統一的な基準による地方公会計整備支援業
務委託

総務省から示された地方公会計制度の統
一的な基準による貸借対照表、行政コスト
計算書、純資産変動計算書及び資金収支
計算書を作成するため、作成作業支援業務
を委託する。

㈱電算 令和2年6月9日
令和2年6月9日～
令和3年3月29日

2,475,000円
既設公会計システムの導入事業者であり、
システムを用いる作業の効率化が期待でき
るため。

2号

35 財政課
中野市行政連絡用バス運行業務委託（単価
契約）

行政連絡用バスの運転について（特に長距
離運転等）、専門のドライバーを有する業者
に委託し、安全な運行を行うため。

長野タクシー㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

マイクロ基本時
間

30分当たり
1,404円

大型基本時間
30分当たり

1,674円
宿泊費県内１泊

10,000円
ほか７件

不定期な行政連絡用バスの運行業務の受
託が可能な者であるため。

2号

36 税務課 中野市標準宅地価格時点修正業務委託

令和３基準年度固定資産評価基準の価格
調査基準日となる令和２年１月１日から令
和２年７月１日までの間の標準宅地等の価
格の動向の把握及び価格が下落した場合
に必要となる価格の修正業務

長野県不動産鑑定事業協同
組合

令和2年5月19日
令和２年５月19日～
令和２年９月7日

693,000円

令和３基準年度固定資産評価基準の価格
調査基準日となる令和２年１月１日現在の
標準宅地の価格を算定するために委託した
令和元年度　中野市固定資産台帳標準宅
地不動産鑑定業務委託の受託者であり、標
準宅地の価格構成要件等に精通しておりか
つ、固定資産評価基準第１章第12節２の規
定においても不動産鑑定士等の鑑定価格
等を活用して価格の動向等を把握するもの
とされているため。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

37 税務課
中野市固定資産台帳整備事業
固定資産評価替え関連業務委託

令和３基準年度固定資産評価基準に適合
する固定資産台帳登録価格を算出するた
めに必要となる調査業務を委託する

長野県不動産鑑定事業協同
組合

令和2年5月28日
令和２年５月28日～
令和３年３月19日

14,300,000円

令和３基準年度固定資産評価基準の価格
調査基準日となる令和２年１月１日現在の
標準宅地の価格を算定するために委託した
令和元年度　中野市固定資産台帳標準宅
地不動産鑑定業務委託の受託者であり、市
内の不動産の取引状況及び価格構成要件
等に精通しており、確実な業務遂行が見込
まれるため。

2号

38 税務課
中野市固定資産台帳　地番図・家屋図修正
業務委託
（単価契約）

令和２年１月１日から令和３年度固定資産
税・都市計画税の賦課期日となる令和２年
12月31日までの異動に伴う地番図・家屋図
の修正業務

国際航業㈱
長野営業所

令和2年8月24日
令和２年８月24日～
令和３年３月26日

2,470,549円

現行の地番図・家屋図の作成業者であると
ともに、作成後搭載される中野市統合型地
理情報システムの設計導入業者であり、確
実な業務遂行が見込めるため。

2号

39 税務課 地方税共通納税サービス利用
eLTAX使用の方法により納付された市税を
収納するため、地方税共通納税サービスを
利用する

(株)ＴＫＣ 令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

613,800円

本市では、地方税共同機構が運営する、地
方税共通納税システムを導入している。当
該者は、同機構の認定委託先事業者であ
り、本市の税基幹系システムとのデータ連
携も円滑に行える。
また、当該者のシステム以外のものを利用
すると、既存の税基幹系システムの運用に
著しく支障が生じるおそれがあり、また、多
大な経費が生じる可能性が大きいため。

2号

40 税務課 地方税電子申告支援サービス利用
・地方税電子申告審査サービス
・地方税電子申告データ連携サービス

(株)ＴＫＣ 令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

2,508,000円

本市では、一般社団法人地方税電子化協
議会が運営する、地方税ポータルシステム
（eLTAX）を導入している。
　当該者は、同協議会の認定委託先事業者
であり、本市の税基幹系システムとの連携
が円滑に行えるため。

2号

41
健康づくり

課
北信圏域発達障害児等親子療育支援事業業
務委託

発達障害児等の発達促進と保護者への育
児支援及び発達障害児等に対する支援の
専門性を有する人材育成を行う。

社会福祉法人　高水福祉会 令和2年4月1日
令和2年４月１日～
令和３年３月31日

764,070円
事業概要に精通した専門性を有しており、
北信保健所管内６市町村共同で委託し実施
するため。

2号

42
健康づくり

課
保健補導員業務及び健康教育事業周知業務
委託

保健補導員業務（各種健(検)診希望調査書
配布、受診勧奨、健(検)診協力）及び健康
教育事業周知業務（地区健康まつり、健康
講座等チラシ配布）を行う。

中野市保健補導員会 令和2年4月1日
令和2年４月１日～
令和３年３月31日

3,977,347円

長年継続して従事し、地域の実情を熟知し
ている保健補導員会に委託することで、市
が実施する保健予防事業の周知、各種健
（検）診の希望のとりまとめ等をより円滑に
実施できるため。

2号

43
健康づくり

課
基本健診、後期高齢者健診業務委託

中野保健センター、公民館等で集団健診に
よる基本健診・後期高齢者健診を行う。

(公財)長野県健康づくり事業
団

令和2年4月1日
令和2年４月１日～
令和３年３月31日

基本健診
3,520円/回

尿・血液検査、そ
の他追加検査

3,630円/回
ほか

各地区公民館等を巡回する集団健診の実
施に当たり、検診車を所有し、日程の確保
ができ、多くの受診者に対し確実に健診を
実施できる集団健診体制が整っているた
め。

2号

44
健康づくり

課
結核等検診・各種がん検診業務委託
（単価契約）

中野保健センター、公民館等で集団検診に
よる結核・肺がん検診、胃がん検診、大腸
がん検診、乳がん検診、前立腺がん検診、
肝炎ウイルス検診等を行う。

(公財)長野県健康づくり事業
団

令和2年4月1日
令和2年４月１日～
令和３年３月31日

結核・肺がん検
診

2,956円/回
胃がん検診
5,335円/回

ほか

地区公民館等を巡回する集団検診の実施
に当たり、検診車を所有し、日程の確保が
でき、多くの受診者に対し確実に検診を実
施できる集団検診体制が整っているため。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

45
健康づくり

課
乳がん検診業務委託

施設での個別検診による乳房超音波検診・
マンモグラフィ検診を行う。

長野県厚生農業協同組合連
合会　北信総合病院

令和2年4月1日
令和2年４月１日～
令和３年３月31日

超音波検診
4,026円/回

マンモグラフィ検
診

6,776円/回

検診車による集団検診だけでは対応できる
人数に限りがあるため、施設での個別検診
も併せて行う必要があり、当該者は市内に
おいて個別検診の受入が可能な唯一の者
であるため。

2号

46
健康づくり

課
対策型胃がん内視鏡検診事業（データ処理
業務）委託

胃内視鏡検診に係るデータ処理及び結果
通知等の作成を行う。

(公財)長野県健康づくり事業
団

令和2年5月12日
令和2年５月12日～
令和３年３月31日

1375円/回

胃内視鏡検診も運用上、他のがん検診と同
じデータ処理を行う必要があり、当該事業
者は他のがん検診のデータ処理業務を受
託している者であるため。

2号

47
健康づくり

課
胸部低線量CT（肺がん）検診業務委託

中野保健センターで集団検診による胸部低
線量CT（肺がん）検診を行う。

長野県厚生農業協同組合連
合会　北信総合病院

令和2年8月1日
令和2年８月１日～
令和３年３月31日

8250円/回

集団検診の実施に当たり、検診車を所有
し、日程の確保ができ、当該者は市内にお
いて検診実施が可能な唯一の者であるた
め。

2号

48 福祉課 権利擁護センター運営事業業務委託

障がい者等の権利擁護の普及啓発を進め
るとともに、成年後見制度等の利用を促進
し、地域における権利擁護体制の充実を図
るため業務委託により実施。

特定非営利活動法人北信ふく
しMねっと

令和2年4月1日 令和3年3月31日 5,857,000円

権利擁護センター運営事業を実施するに当
たり、必要な知識、技術、経験を有し、相談
に携わっている者であること、また、本事業
が北信６市町村共同で当センターに委託し
継続実施している事業であるため。

2号

49 福祉課
中野市精神障がい者等デイホーム運営事業
業務委託

市内に居住する精神障がいを持った方の居
場所、気分転換や交流の場所を提供し、社
会との交流、余暇活動及び相談支援、生活
機能訓練、ピアカウンセリング等を業務委
託により実施。

社会福祉法人高水福祉会 令和2年4月1日 令和3年3月31日 5,602,000円

精神障がい者等からの相談、必要な情報の
提供、助言等、専門性を有するため、長野
県から障害者総合支援法の規定に基づく指
定一般相談支援事業者の指定を受けた者
で、かつ北信圏域管内に事業所を有し、精
神障がい者相談業務について熟知している
者であるため。

2号

50 福祉課
中野市就労準備支援及び学習・生活支援事
業業務委託
（単価契約）

生活困窮者世帯の概ね39歳以下の者の就
労に必要な訓練を実施し社会的自立を目指
したり、学習の定着や生活習慣の改善、高
校卒業資格取得に向けた支援を行う。

特定非営利活動法人ぱーむ
ぼいす

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日
（単価契約）

月額45,000円/人
月額31,000円/人

2,050円/時

　生活困窮者自立支援法に基づき、貧困の
連鎖を防止するため、生活保護受給世帯を
含む生活困窮世帯の子どもを対象として、
学習支援、居場所の提供、進路相談等を行
う事業であり、当該事業所は子ども等に対
する就労準備や学習への支援について積
極的な取り組みを行っている。
　また、北信圏域管内において、適切で継
続的な支援を行える唯一の事業所であるこ
とから随意契約を締結するものである。

2号

51 福祉課
国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）
作成業務委託

令和２年８月から開始される被保険者証と
高齢受給者証の一体化に向け被保険者証
（兼高齢受給者証）を作成する

長野県国民健康保険団体連
合会

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和２年８月31日

1,071,082円

被保険者証（兼高齢受給者証）が県内全市
町村統一となり、県主導で市町村の事務負
担軽減を目的とし、長野県国民健康保険団
体連合会に印刷等業務を一括して委託する
こととなったため。

2号

52 福祉課 特定健康診査（単価契約）

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57
年法律第80号）に基づく特定健康診査及び
いきいき健診等健診業務に関する単価委託
契約。

公益財団法人　長野県健康づ
くり事業団

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

共通項目3,520円
尿・血液検査等

3,630円
食事調査275円
貧血検査275円

心電図検査1,430
円

眼底検査1,265円
その他項目22円

～31,460円

各地区公民館間等を巡回する集団検診の
実施にあたり、検診車を所有し、日程の確
保ができ、多くの受診者に対し確実に健診
を実施できる集団検診体制が整っているた
め。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

53 福祉課
国保被保険者証と高齢受給者証の一体化対
応業務委託契約

国保被保険者証と高齢受給者証が一体化
することに伴い、現行システムの機能追加
等の改修を行う。

㈱電算 令和2年5月1日
令和2年5月1日～
令和2年7月31日

916,300円
現行システムの改修作業であり、保守管理
業者の（株）電算へ本業務委託の必要があ
るため。

2号

54 福祉課 生活保護システム改修業務委託
日常生活支援住居施設の創設に伴う委託
事務費計算機能等追加に係るシステム改
修

㈱電算 令和2年7月20日
令和2年7月20日～
令和2年9月30日

660,000円

既存システムとの密接不可分の関係にあ
り、同一システム開発者以外の者にプログ
ラムの増設、追加等を履行させると、既存シ
ステムの運用に著しく支障が生じる恐れが
あるため。

2号

55
高齢者支援

課

高齢者見守り・徘徊ＳＯＳネットワークシステ
ム業務委託
（単価契約）

事業実施要領に基づき、徘徊の恐れのある
認知症高齢者等を登録し、利用者が行方不
明になった際、捜索依頼に基づき、市内外
の支援者に電子メール又はＦＡＸにより捜索

㈱ホームネット安心 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

基本料金
35,000円/月

450円/人
広域料金

5,000円/月

県内において本業務を実施している唯一の
者であるため。

2号

56
高齢者支援

課

一般介護予防事業（わかがえり教室）保健指
導業務委託
（単価契約）

高齢者に対し、運動機能向上を中心とした
総合的なプログラムを提供し、生活機能の
維持向上を図り、教室終了後の運動習慣の
継続に向けた支援を行う。

㈱ながでんウェルネスフィット
ネスクラブ　エフバイエー中野

令和2年5月25日
令和2年5月25日～
令和3年3月31日

49,958円/回
派遣可能な健康運動指導士、保健指導を
行う専門の職員が在籍しているため。

2号

57
高齢者支援

課

一般介護予防事業（生涯現役！ステップアッ
プ教室）保健指導業務委託
（単価契約）

わかがえり教室終了者に対し、運動機能向
上を中心とした総合的な指導プログラムを
提供し、運動を実践するリーダーの役割を
担えるよう人材を育成する。

㈱ながでんウェルネスフィット
ネスクラブ　エフバイエー中野

令和2年5月25日
令和2年5月25日～
令和3年3月31日

46,016円/回
派遣可能な健康運動指導士、保健指導を
行う専門の職員が在籍しているため。 2号

58
高齢者支援

課
通所型サービスＣ事業運動指導業務委託

保健医療専門職による短期間で集中的に
運動指導を行うことで、運動機能等の心身
機能の向上及び生活機能の向上を行う。

㈱ジェイエイ・アップル 令和2年5月12日
令和2年5月12日～
令和3年3月31日

8,307,200円
高齢者事業に実績があり、かつ運動指導を
行う理学療法士または作業療法士が在籍し
ている者であるため。

2号

59
高齢者支援

課
高齢者祝賀事業敬老の日記念品購入
（単価契約）

長寿のお祝いとして対象者（88歳、100歳、
最高齢男女各1名）に信州なかのギフトカタ
ログの商品を記念品として贈呈する。

一般財団法人　信州なかの産
業・観光公社

令和2年9月9日 令和3年3月31日

りんごで育った信
州牛

10,000円
ほか51件

中野市及び姉妹都市の特産品を熟知して
おり、ギフトカタログを価格に応じて作成し、
特産品を販売できる者であるため。

2号

60
高齢者支援

課
中野市デイサービスセンターさくら浴室壁改
修工事

一般浴室及び特殊浴室の壁タイルが経年
劣化しているため、改修工事を実施する。

竹原木材㈱ 令和2年9月4日
令和2年9月4日～
令和2年11月30日

3,058,000円

事後審査型一般競争入札において不調と
なり、冬期間の工事施工は利用者に不便が
生じることから、再度、競争入札による業者
を選定する時間的余裕がなかったため。

5号

61
高齢者支援

課
一般介護予防事業業務委託（ひざ腰らくらく
教室）

65歳以上の者に対し、運動機能評価、運動
指導を行う。

長野県柔道整復師会 令和2年4月22日
令和２年４月22日～
令和３年３月31日

660,000円
教室の特性上、受託者以外では実施できな
いため。

2号

62 保育課
中野市ひまわり保育園エレベーター設備保守
点検業務委託

平成27年７月１日付けで締結したエレベー
ター設備保守点検業務委託の契約期間が
令和２年６月30日をもって満了となるため

（株）日立ビルシステム関越支
社

令和2年7月1日
令和2年7月1日～
令和7年6月30日
（長期継続契約）

57,200円/月

（株）日立ビルシステムは、日立製エレベー
ターの保守点検業者であり、開園時のエレ
ベーター設置当初から、随意契約により保
守点検業務を行っている。

2号

63 保育課
中野市保育所及び小学校児童送迎バス運転
業務委託（その1）

バス運転業務
・１日4時間
・車両の保守点検、清掃業務

(株）山田タクシー 令和2年4月㏠
令和2年4月1日～令
和3年3月31日

みなみ保育園
236,342円/月

送迎バスの運行時刻や停車場所、運行
ルート等を熟知しており、複雑な運行管理
が可能であるため。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

64 保育課
中野市保育所及び小学校児童送迎バス運転
業務委託（その2）

バス運転業務
・１日4時間
・車両の保守点検、清掃業務

中野ハイヤー(株） 令和2年4月1日
令和2年4月1日～令
和3年3月31日

平野保育園
177,256円/月

ひらおか保育園
236,857円/月

送迎バスの運行時刻や停車場所、運行
ルート等を熟知しており、複雑な運行管理
が可能であるため。

2号

65 保育課
中野市平岡保育園借地内物件移転ほか工事
設計監理業務委託

中野市平岡保育園借地内物件撤去移転ほ
か工事に係る設計監理業務　1式

中山・新光・ARI特定建設設計
共同企業体

令和2年4月30日
令和2年4月30日～
令和2年11月30日

693,000円

平成30年度（仮称）中野市新平岡保育園建
設工事設計業務の受託者であり、建設工事
及び平岡保育園旧園舎解体工事に係る敷
地周辺の状況を把握しているため。

2号

66 保育課 中野市保育所保育士派遣業務
市内公立保育園１１園に対し、保育士の派
遣を行う。

㈱アスカ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～令
和3年3月31日

18,850,000円
令和元年度から本業務を受託しており、継
続して保育士派遣の見込みがあるため。

2号

67 子育て課 中野市放課後児童クラブ運営業務委託

児童福祉法に基づき、保護者が労働等によ
り昼間家庭にいない児童の健全育成を図る
ため、中野小学校区の児童を対象に放課後
児童クラブを運営する。

学童保育やまびこクラブ保護
者会

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

（当初契約Ｒ
2.4.1）4,657,800

円

（変更契約Ｒ
2.6.1）

4,892,700円

中野小学校は放課後児童クラブの利用者
が多く、公設で開所している２施設では、受
け入れが難しくなっている。
　また、児童福祉法の規定により、国、県、
市町村以外で放課後児童健全育成事業を
行うためには、市町村長への届け出が必要
とされており、現在届け出を行っているの
は、当該者のみである。
　なお、学童保育やまびこクラブ保護者会
は、中野小学校区のやまびこクラブ利用児
童の保護者会組織であり、適正な運営業務
を行っている実績があるため、契約の相手
方として選定した。

2号

68 子育て課
ひとり親世帯臨時特別給付金システム改修
等業務委託

ひとり親世帯臨時特別給付金の実施にあた
り、給付事務を迅速かつ的確に行うために
システム構築及び運営支援等を委託する。

㈱電算 令和2年6月19日
令和2年6月19日～
令和3年3月31日

935,000円

ひとり親世帯臨時特別給付金は、令和2年6
月分の児童扶養手当を受給している者や、
基準日（令和2年5月31日もしくは申請日）時
点において、児童扶養手当受給者となる者
を給付対象者とすることから、児童扶養手
当システムと密に連携するため、給付事務
の迅速かつ的確な実施及び情報の一元管
理観点から、当該システムの構築、導入、
保守業者に履行させる必要があるため。

2号

69 子育て課
（仮称）豊田放課後児童クラブロッカー等設置
工事

豊田小学校内　多目的ホールに放課後児
童クラブを併置するため、ロッカー等を設置
する。

中野土建㈱ 令和2年7月15日
令和2年7月15日～
令和2年9月28日

1,980,000円

令和元年度中野市立豊田小学校及び豊田
中学校整備工事期間中に、現場の状況等
を精通した同工事の施工者に施工させるこ
とにより、現場諸経費が減額でき安価となる
ため。

2号

70 環境課
し尿等投入施設受入槽内清掃作業（夾雑物
および沈砂吸引除去）業務委託

し尿等の受入槽に夾雑物および沈砂が堆
積しているため、警報ランプ表示、水位セン
サー誤作動等が多々あり、し尿等処理が適
正に実施されない場合がある。
　堆積物を除去し、水位センサー等を正常
に保つことにより、適正なし尿等の処理がで
きるようにする。

㈲志賀プラントサービス 令和2年9月1日
令和2年9月1日～
令和2年11月2日

880,000円

清掃作業と同時に水位センサー、警報ラン
プ表示の作動調整も併せて調整していかな
ければならず、また下水道処理施設と連動
して汚水処理をしているため、施設全体の
知識や現場の状況に精通した者（中野浄化
管理センター施設管理業務委託受託者）に
施工させる必要があるため。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

71 環境課
【公費解体】被災家屋等解体・撤去処理業務
委託（繰越明許）

令和元年東日本台風にて甚大な被害を受
けた家屋等について、国の災害補助金を利
用し、被災者に代わって市で被災家屋の解
体等を実施する。

協同組合長野県解体工事業
協会

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

家屋等解体費
木造・機械併用

8,366円／㎡
木造・手こわし
10,154円／㎡

ほか

被災者生活再建支援制度において、住宅
の被害の程度が大規模半壊及び半壊の被
災世帯であっても、発災後13か月以内に当
該住宅を解体した場合には、全壊の世帯と
同額の支給を受けることができるが、時間
的な制約がある中で、スムーズな解体完了
を行うためには、当該者のように解体体制
が確立していることや大きな組織体制を持
つ者に限られる。
　また、当該者には、法的に義務付けられて
いる解体前のアスベスト調査が可能な有資
格者も多数在籍している。
　なお、県内で公費解体を行う９市町のう
ち、５市町が同組合と契約をしており、単価
契約についても長野県が示す解体標準単
価を用いた契約が可能である。

2号

72 環境課
被災家屋等解体・撤去現場調査業務委託（繰
越明許）（単価契約）

令和元年東日本台風にて甚大な被害を受
けた家屋等について、国の災害補助金を利
用し、被災者に代わって市で被災家屋の解
体等を実施するに当たり、解体現場等の施
工監理を行う。

一般社団法人　日本補償コン
サルタント復興支援協会

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

現地事前調査
61,812円／件

作図・解体費算
定等

32,779円／件
現地立会

67,604円／件
完了調査

67,604円／件
資料審査・解体

費算定等（償還）
86,604円／件

完了調査（償還）
67,604円／件

令和元年度東日本台風で被害を受けた家
屋等が多数存在している状況は、市民生活
の復興への大きな支障となっている。
　被災者生活再建支援制度において、住宅
の被害の程度が大規模半壊及び半壊の被
災世帯であっても、発災後13か月以内に当
該住宅を解体した場合には、全壊の世帯と
同額の支給を受けることができるが、時間
的な制約がある中で、スムーズな解体完了
を行うためには、当該者のように熊本地震
や西日本災害等において本業務の実績が
あり、大きな組織体制を持つ者に限られる
ため。

2号

73 環境課
プラスチック製容器包装中間処理業務委託
（単価契約）

容器包装リサイクル法に基づき、市町村の
役割として実施する、プラスチック製容器包
装の中間処理及びこれに付随する業務を
委託する。

豊田興産㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

53,130円/ｔ
市内に日本容器リサイクル協会が定める規
格の中間処理施設を所有する者がこの１者
であるため。

2号

74 環境課
中野市家庭雑排水汚泥脱水処理業務委託
（単価契約）

市内の一般家庭から排出された家庭雑排
水汚泥の脱水処理業務を委託する。

信濃理化学工業㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日 12,320円/ｔ

中野市の各戸から収集した家庭雑排水汚
泥（一般廃棄物）を搬入可能な長野市以北
の一般廃棄物処理施設が他にないため。

2号

75 環境課 中野市環境衛生業務委託

⑴一般廃棄物の収集における分別指導(通
年)
⑵ごみ集積所の管理(通年)
⑶春・秋の大掃除及び市民大清掃の指導
(年２年)
⑷毎月の定期清掃の指導(通年)
⑸不燃性粗大ごみ回収の実施(年２回)
⑹廃タイヤ回収の実施(年２回)
⑺不法投棄防止のための巡回等(通年)
⑻その他環境衛生業務に関すること

中野市衛生自治会 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

2,511,580円
当市において、唯一の衛生自治会組織であ
るため。

2号

76 環境課
犬の登録管理及び狂犬病予防注射業務の委
託契約について

犬の登録業務に係る犬の原簿台帳の作
成、狂犬病予防注射の案内と督促、注射時
における鑑札・済票の申請受付、報告書の
提出。

一般社団法人　長野県獣医師
会

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

677,754円
狂犬病予防接種実施可能な獣医師が獣医
師会会員であるため

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

77
文化スポー
ツ振興課

コミュニティスポーツセンターエレベーター改
修工事

定期検査（建築基準法第12条第3項の規定
による）の結果、既存不適格となった部分を
是正するため、既存エレベーターの改修工
事を行う。

フジテック(株) 令和2年5月25日
令和2年5月25日～
令和2年11月30日

10,450,000円

既存エレベーターの制御盤こ交換等を行う
ものであり、既存のフジテック製品と不可分
の関係にあり、同一メーカー以外の社によ
る部品等の交換は既存エレベーターに著し
い障害が生じる恐れがあるため。

2号

78
市民協働
推進室

行政推進事務委託

市政の円滑な推進を図るため、次に掲げる
事務を委託している。
・行政推進協力事務
・文書配布事務
・地区行政連絡事務

中野市区長会 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

22,449,045円
当市において、唯一の自治会組織である
ため。

2号

79 農政課
令和元年度東日本台風豪雨災害復旧事業
中野西部畑かん施設　上今井地区中継器復
旧工事（繰越明許）

令和元年東日本台風により、中野市西部土
地改良区が管理する水管理制御システム
の中継器３局が被災したため、復旧工事を
行う。

日本無線㈱ 令和2年4月1日
令和２年４月２日～
令和２年12月25日

54,450,000円

被災した中継器はいずれも当該者で製作・
設置したものであり、同施設の非常時のメン
テナンスを行っている唯一の者である。ま
た、同施設を使用して散水弁も制御と監視
ができる唯一の者である。

2号

80 農政課
令和元年東日本台風豪雨災害市単独災害復
旧事業　農地復旧工事（繰越明許）

令和元年10月11日～13日発生令和元年東
日本台風豪雨により、柳沢、上今井、栗林
地区において農地に堆積した土砂等の撤去
を行う。

中野市建設業協会特定建設
共同企業体

令和2年4月17日
令和２年４月20日～
令和２年８月31日

120,593,000円

令和元年東日本台風豪雨災害により被災し
た農地の営農再開に向け、早期に農地に堆
積した土砂等の撤去が必要であるが、当該
建設共同企業体は、災害時における復旧協
力に関する協定を締結している中野市建設
業協会の加入者で構成された企業体であ
り、早期復旧が見込めるため。

2号

81 農政課
令和元年度台風第19号豪雨災害農地農業用
施設復旧工事（補助災）変更設計書作成業務
委託（繰越明許）

台風第19号豪雨災害により被災した農地及
び農業用施設の災害復旧工事の工事内容
を変更するため、変更設計書の作成業務委
託を行う。

長野県土地改良事業団体連
合会

令和2年7月3日
令和２年７月６日～
令和３年３月19日

2,959,000円

当初実施設計書の作成者であり、県内にお
いて長野県農政部以外では土地改良事業
の積算技術基準を有する唯一の者であるた
め。

2号

82 農政課
田麦地区農業水利施設　個別施設計画策定
業務委託

農業水利施設の効率的な維持管理をしてい
くため、個別施設計画の作成を委託する。

長野県土地改良事業団体連
合会

令和2年8月6日
令和２年８月７日～
令和３年３月19日

902,000円
中野市の農業用施設の実情に精通した専
門職員を有しており、同種の事業実績があ
るため。

2号

83 農政課
令和２年７月豪雨　大俣地区地すべり調査解
析設計業務委託

７月豪雨により大俣地区で発生した地すべ
り箇所の調査・解析及び実施設計書の作成
業務委託を行う。

長野県土地改良事業団体連
合会

令和2年8月11日
令和２年８月12日～
令和２年11月30日

5,115,000円
県内において長野県農政部以外では土地
改良事業の積算技術基準を有する唯一の
ものであるため。

2号

84 農政課 子どもの居場所木質空間整備事業

「子どもの居場所」において、県産材を積極
的に利活用する施設整備に対し支援するこ
とにより、将来における県産材利用の意識
の醸成と地消地産による森林資源の循環
利用を図る。

テイクジー　代表　　影山　尚
久

令和2年9月7日
令和２年９月７日～
令和３年２月26日

2,282,973円

本事業は県の森林税を活用した事業で、県
産材を使用したものに限られ、県が募集し
た県産材製品として応募した者で、唯一中
野市で登録のある者であるため。

2号

85 農政課
農山漁村地域整備交付金事業　林道矢崎線
改良工事設計監理業務委託

林道矢崎線の改良工事に関する設計及び
監理を実施する。林道矢崎線改良工事設計
監理業務一式(L=15m)

長野県林業コンサルタント協
会

令和2年6月2日
令和２年６月３日～
令和2年12月23日

501,600円
県内において、林道事業の積算技術基準を
有する唯一の者であるため。

2号

86
売れる農業

推進室
地方創生推進交付金事業　農産物等PR用カ
タログ活用業務委託

通信販売を可能とするギフトカタログを作
成、発行及び活用し、農産物、農産加工品
及びその他特産品等をPRする。

一般財団法人 信州なかの産
業・観光公社

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月4日

3,733,994円

市内の農業・産業・観光振興等の公益を目
的とする市内の法人であり、本市の特産費
等の通信販売に関する対応が可能な者で
あるため。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

87 営業推進課
ふるさと寄附金業務委託
（単価契約）

ふるさと寄附金申出受付、納付案内、納付
確認及び返礼品等の発送業務　など

（一財）信州なかの産業・観光
公社

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

～8月
509円/件

9月～
409円/件

ほか

平成27年度に公募で決定した受託者であ
り、市内の農産物、農産加工品、工業製品
及び市内観光商品等を調達することがで
き、業務の円滑な遂行が可能であるため。

2号

88 営業推進課 ふるさと納税支援サービス利用契約
自治体情報の掲載、寄附申込みフォームの
設置、管理システムの提供　など

㈱トラストバンク 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

寄附金額の5％ サイト運営者として特定されるため。 2号

89 営業推進課
au PAYふるさと納税　掲載のみプラン利用契
約

自治体情報の掲載、寄附申込みフォームの
設置、管理システムの提供　など

㈱KDDI 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

寄附金額の8.5％ サイト運営者として特定されるため。 2号

90 営業推進課 ふるさと納税サービス「さといこ」利用契約
自治体情報の掲載、体験プラン提案、寄附
申込みフォームの設置、問合せ対応、管理
システムの提供　など

㈱さといこ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

寄附金額の18％ サイト運営者として特定されるため。 2号

91 営業推進課 ふるさと信州中野応援寄附金業務委託
ふるさと寄附金申出受付、納付案内、納付
確認、返礼品等の発送業務及び管理システ
ムの提供　など

㈱さとふる 令和2年4月10日
令和2年4月10日～
令和3年3月31日

寄附金額の12％ サイト運営者として特定されるため。 2号

92 営業推進課
ワンストップ特例申請対応の書面発行等にか
かる業務委託

寄附受領証明書及びワンストップ特例申請
書の発送業務

㈱さとふる 令和2年4月10日
令和2年4月10日～
令和3年3月31日

176円/通 サイト運営者として特定されるため。 2号

93 営業推進課 ふるさと納税業務委託
ふるさと寄附金申出受付、納付案内、納付
確認、返礼品等の発送業務及び管理システ
ムの提供　など

㈱新潟三越伊勢丹 令和2年6月12日
令和2年6月12日～
令和3年3月31日

寄附金額の12％ サイト運営者として特定されるため。 2号

94 営業推進課 JRE MALLふるさと納税への出店契約
自治体情報の掲載、寄附申込みフォームの
設置、管理システムの提供　など

東日本旅客鉄道㈱ 令和2年9月18日
令和2年9月18日～
令和3年3月31日

寄附金額の7％ サイト運営者として特定されるため。 2号

95 営業推進課 女性のための就職支援事業業務委託
中野市在住の50歳未満の就職を希望する
女性のための支援事業を行うため、パソコ
ン基礎講座や資格対策講座などを実施

職業訓練法人
中高職業訓練協会
会長　田中篤

令和2年7月6日
令和2年7月6日～
令和3年3月31日

3,575,000円

中野地域職業訓練センターの指定管理者
であり、職業能力開発促進法に基づく認定
を受け、ハローワーク飯山と連携し、女性の
就職事情に精通しているため。

2号

96 営業推進課 商工業経営力向上支援業務委託
市内商工業者の経営相談、指導等、総合的
な経営力向上支援

信州中野商工会議所 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

8,788,674円

信州中野商工会議所には３名の経営指導
相談員が常駐しており、公認会計士や税理
士のいる他事業者でも、経営指導相談員に
なることができるが、国の認定支援機関に
なることが必要であり、かつ、市内全域をカ
バーしながら、年間を通じて市内事業者に
おける経営、財政、金融、労務の支援が可
能である者のため。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

97 営業推進課 製造業景況調査業務委託
市内中小企業者（製造業）の四半期ごとの
経営動向調査や、景気低迷による諸問題の
相談業務

信州中野商工会議所 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

622,804円
市内全域をカバーしながら、年間を通じて市
内事業者における経営、財政、金融、労務
の支援が可能である者のため。

2号

98 営業推進課 高丘工業団地内管路施設工事監理業務委託
高丘工業団地内管路施設工事に係る監理
業務

新日本設計㈱ 令和2年6月22日
令和2年6月22日～
令和2年11月13日

2,585,000円
令和元年度高丘工業団地内管路施設詳細
設計業務の受託者であるため。

2号

99 営業推進課 中野市観光振興業務委託 中野市の観光振興業務 一式
（一財）信州なかの産業・観光
公社

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

14,851,547円
地域の発展及び活性化を図る観光振興を
行っている団体であるため。

2号

100 営業推進課 土人形の里づくり事業業務委託 土人形の里づくり事業　一式
（一財）信州なかの産業・観光
公社

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

3,487,000円
土人形の里づくり事業創設時から事業に携
わっており、適切な事業の運営が見込まれ
るため。

2号

101 営業推進課 ふるさと信州中野会交流業務委託 ふるさと信州中野会交流業務 一式
（一財）信州なかの産業・観光
公社

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

625,000円
ふるさと信州中野会の事務局を担当してお
り、内容を熟知しているため。

2号

102 都市計画課 一本木公園植栽更新工事 公園内の植栽を更新する。 林業笠原造園㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月26日

2,970,000円

本工事を行うための専門的な技術を有し、
かつ低廉で草花を調達できるほか、当公園
の既存のバラをはじめとした草花と調和の
とれた植栽設計が可能なため。

2号

103 都市計画課
中野市耐震診断事業住宅耐震診断業務委託
（単価契約）

中野市耐震診断事業の実施にあたり、耐震
診断士の派遣を行う。

一般社団法人　長野県建築士
事務所協会

令和2年7月6日
令和2年7月6日～
令和3年3月19日

65,000円/戸
中野市耐震診断事業実施要綱第２条第４号
で定める耐震診断士（長野県木造耐震診断
士）を統括する唯一の者であるため。

2号

104 道路河川課
本沢川水災害時固定式排水ポンプ緊急対応
業務委託

本沢川において水災害時に迅速に対応を
行う。

中野市建設業協会 令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

発電機設置等
187,450円/回
ホース設置等
64,300円/回

バリケード設置
等

50,400円/回
排水ポンプ操作

盤オペレータ
2,462円/ｈ

排水作業員
2,462円/ｈ

3,201円/ｈ（夜
間）

市内に存する業者で構成された団体であ
り、本市とは災害時における復旧協力に関
する協定を結んでいることから災害時、迅
速かつ正確な現場対応及び操作が可能で
あると判断したため。

2号



14

特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

105 道路河川課 坑口・鳴沢ポンプ室計装設備点検業務委託

北陸新幹線建設に伴う渇水対策として、平
成23年度に整備した坑口ポンプ場及び鳴沢
ポンプ場におけるポンプ設備並びに計装機
器について、機能を良好な状態に維持し、
十分な機能を確保していくため、保守点検
を行う。

㈱マナテック 令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

572,000円

平成23年度に整備した渇水恒久対策の当
該施設の施行業者で、当施設は北陸新幹
線高社山トンネルから排出された地下水
を、ポンプ場で貯水・送水するなど、市内で
は他に例のない特殊な技術を用いて施工さ
れた施設であり、配水池への送水用ポンプ
の経年劣化状況を把握し、適切にポンプ部
品の交換を行うなど、確実な業務実施が見
込まれるため。

2号

106 道路河川課 本沢川ポンプ付属設備緊急設置工事
本沢川に設置している排水ポンプの稼働に
あたり、付属設備の設置が必要となったた
め、所要の設置工事を行う。

中沢建設㈱ 令和2年6月22日
令和2年6月22日～
令和2年7月3日

1,496,000円

　令和元年度　本沢川ポンプ設置工事（繰
越明許）の受託者であり、出水期までに付
属設備を設置したうえで、排水ポンプを稼働
できるようにするには時間的余裕がなく、現
場を熟知している者に行わせる必要がある
ため。

5号

107 道路河川課
　中野市公共嘱託登記（表示関係）業務委託
（単価契約）

公共基準点設置業務及び不動産表示に関
する登記業務並びに国土調査法第19条第
５項指定地図作成業務一式

（公益）長野県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

単価契約
公共基準点測量

（２級基準点測
量）

１点　308,110円
（税込）

ほか　106業務

　当該協会は、社員である土地家屋調査士
及び土地家屋調査士法人がその専門的能
力を結合し、官公署等による不動産表示に
関する登記に必要な調査、測量、登記嘱託
の申請を適正かつ迅速な実施に寄与する
目的で、土地家屋調査士法第63条に基づき
設置された公益社団法人であるため。

2号

108 道路河川課
　中野市公共嘱託登記（権利関係）業務委託
（単価契約）

不動産の権利に関する登記業務一式
相続調査確認業務一式

（公益）長野県公共嘱託登記
司法書士協会

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

単価契約
財産管理人就任

業務
１人　329,560円

（税込）
ほか　23業務

　当該協会は、社員である司法書士及び司
法書士法人がその専門的能力を結合して
官公署等による不動産の権利に関する登
記の嘱託又は申請を適正かつ迅速な実施
に寄与する目的で、司法書士法第68条に基
づき設立された公益社団法人であるため。

2号

109 道路河川課
　国土調査（都市再生地籍調査）事業
中野第２－１工区地籍調査業務委託

地籍の明確化を図るため、国土調査（都市
再生地籍調査）事業を実施する。
地籍調査業務委託　中野第２-１工区　調査
面積　Ａ＝16ha
FⅡ-２工程（地籍図原図作成）G工程（地籍
測定）
H工程（地籍図原図・地籍簿案の閲覧及び
地籍図・地籍簿の作成）

㈱共栄測量設計社 令和2年8月3日
令和2年8月3日～
令和3年2月19日

2,860,000円

　本業務委託は、先行工程業務である一筆
地調査（中野第２－１工区のＥ２工程）の確
定結果に基づいて行う地籍図原図作成、地
積測定及び閲覧業務である。
　先行工程業務を熟知した業者へ委託する
ことにより、精度の高い成果品が期待でき、
現地立会の状況や地権者を把握しているこ
とから、閲覧時においても円滑な業務が実
施が可能である。

2号

110 道路河川課
　国土調査（都市再生地籍調査）事業
中野第27－１工区地籍調査業務委託

地籍の明確化を図るため、国土調査（都市
再生地籍調査）事業を実施する。
地籍調査業務委託　中野第27-１工区　調
査面積　Ａ＝９ha
FⅡ-２工程（地籍図原図作成）G工程（地籍
測定）
H工程（地籍図原図・地籍簿案の閲覧及び
地籍図・地籍簿の作成）

㈱共栄測量設計社 令和2年8月3日
令和2年8月3日～
令和3年2月19日

2,805,000円

　本業務委託は、先行工程業務である一筆
地調査（中野第２７－１工区のＥ２工程）の
確定結果に基づいて行う地籍図原図作成、
地積測定及び閲覧業務である。
　先行工程業務を熟知した業者へ委託する
ことにより、精度の高い成果品が期待でき、
現地立会の状況や地権者を把握しているこ
とから、閲覧時においても円滑な業務が実
施が可能である。

2号

111 道路河川課
　中野市除雪業務稼働集計システム運用支
援業務委託

平成30年度に導入した除雪稼働集計システ
ムについて、単価や除雪路線などのデータ
更新・整備を行いシステムの運用を支援す
る。

㈱ナカノアイシステム長野営
業所

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

6,050,000円
中野市除雪業務稼働集計システム導入事
業公募型プロポーザルの最優秀提案者に
選定された者であるため。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

112 道路河川課
長野県・市町村等共同利用設計積算システ
ム利用

建設系設計積算システムの使用、土木技術
支援及び単価データの利用及び、水道系設
計積算システムの使用、技術支援

（公益）長野県建設技術セン
ター

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

1,809,600円

公益財団法人長野県建設技術センターが
管理する長野県・市町村等共同利用設計積
算システムの建設系及び水道系設計積算
システムは、県内全市町村で統一して利用
されており、本市でも利用する必要があった
ため。

2号

113
上下水道課

（上水）
水道施設緊急対応等待機業務委託 水道施設緊急対応等に伴う待機業務　一式 中野市水道工事協同組合 令和2年4月1日

令和2年4月1日～
令和3年3月31日

2,398,000円
市内に本社を有する組合であるため緊急時
に迅速かつ確実な対応が見込まれるため

2号

114
上下水道課

（上水）

浄水場汚泥産業廃棄物収集運搬及び処分業
務委託
（単価契約）

浄水場から浄水過程において発生する浄水
汚泥を安定的に処理し、水質基準の確保及
び産業廃棄物の適正な処理を目的とする

飯山陸送㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

収集運搬費
3,300円/㎥

処分費
27,500円/㎥

「廃棄物処理」及び「廃棄物収集運搬」に登
録があり、長野市以北で管理型最終処分場
を有しているものが1者に特定されるため

2号

115
上下水道課

（下水）

中野・高丘・上今井浄化管理センター及び永
江・豊田農業集落排水処理場汚泥運搬処分
業務委託
（単価契約）

公共下水道終末処理場及び農業集落排水
処理場で発生する脱水汚泥の運搬処分を
行う。

クリーンユーキ㈱ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

中野
15,950円/ｔ

高丘
15,950円/ｔ

上今井
15,950円/ｔ

永江
25,850円/ｔ

豊田
18,150円/ｔ

長野市以北に本社を有し、長野県の産業廃
棄物収集運搬業及び処分業（中間処理：堆
肥化）の許可並びに一般廃棄物処分施設
（堆肥化）の許可があるため。

2号

116
上下水道課

（上水）
水道法に基づく水質検査
（単価契約）

水道水に係る水質検査
（水道法第４条第２項の規定に基づく厚生労
働省令第101号による項目）

一般社団法人長野市薬剤師
会

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

定期項目
5,720円

シアン及び消毒
副生成物
64,900円
計画項目
122,430円

ほか

　中野市水道工事協同組合の会員であり、
本市と同組合で締結している「災害時にお
ける上水道施設応急措置に関する協定書」
で規定する上水道施設被害の応急措置に
関する水質検査及び給水開始の判断に必
要な結果報告を迅速かつ確実に行うことが
できる者であるため。

2号

117
上下水道課

（上水）
上下水道料金システムの民法改正に伴う改
修業務委託

民法改正に伴う上下水道料金システム改修
一式

㈱マイシステム 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和２年4月30日

1,072,500円

上下水道料金システムについて、当該シス
テムの特許権、著作権その他の排他的権
利を有するシステム開発者にしかできない
改修を実施するため。

2号

118
上下水道課

（上水）
田麦浄水場No3送水ポンプ緊急更新工事 送水ポンプ更新工事一式 ㈱マナテック 令和2年4月13日

令和2年4月13日～
令和2年8月31日

5,280,000円

絶縁抵抗が著しく低下しており、このまま使
用すると事故や、火災の恐れがあるため、
早急に修繕工事が必要なことから、競争入
札による業者を選定する時間的余裕がな
かった。

5号

119
上下水道課

（上水）
吉田地区配水管仕切弁緊急漏水修繕工事 試掘工一式、漏水修繕工(不断水)一式 ㈲北斗技研 令和2年4月21日

令和2年4月21日～
令和2年4月28日

1,815,000円
仕切弁付近の漏水のため早急に修繕工事
が必要なことから、競争入札による業者を
選定する時間的余裕がなかったため。

5号

120
上下水道課

（下水）
中野市公共下水道事業計画変更認可申請図
書等作成業務委託

農業集落排水施設草間処理場ほか４か所
の統廃合に伴い、下水道法変更認可申請
図書作成業務及び都市計画法変更認可申
請図書作成業務を行う。

地方共同法人
日本下水道事業団

令和2年4月24日
令和2年4月24日～
令和3年3月31日

17,500,000円

日本下水道事業団法に基づき設置されてい
る地方共同法人(官業代行)であり、既存（平
成28年度～令和2年度）の中野市公共下水
道事業計画変更認可申請図書等作成業務
を実施したため。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

121
上下水道課

（下水）

農山漁村地域整備交付金事業　農業集落排
水施設長丘処理区ほか5か所機能診断調査
及び最適整備構想策定業務委託

農業集落排水施設の長寿命化計画に伴
い、構想策定が義務付けられ農山漁村整備
交付金により、統廃合予定処理区を除く６処
理区について、施行に必要な調査及び計画
を行う業務である。

長野県土地改良事業団体連
合会

令和2年4月27日
令和2年4月27日～
令和3年3月19日

16,500,000円

農業集落排水事業の専門部署及び資格技
術者を有している団体である。また、令和元
年度に永江処理場及び毛野川処理場の最
適整備構想を実施しており、農業集落排水
施設の内容を熟知しているため。

2号

122
上下水道課

（下水）
特定環境保全公共下水道事業管路施設取付
管新設その２工事

取付管新設工事　一式 新栄工業㈱ 令和2年4月30日
令和2年4月30日～
令和2年6月26日

1,375,000円

宅内建設工事に合わせ、緊急で取付管設
置工事を実施する必要があるため、競争入
札による業者を選定する時間的余裕がな
かったため。

5号

123
上下水道課

（上水）

田麦浄水場Ｎｏ1～3
送水ポンプコントロールユニット緊急修繕工
事

コントロールセンターオーバーホール　6台 ㈲八木電機システム 令和2年5月14日
令和2年5月14日～
令和2年7月 8日

2,343,000円

動作不良を起こしており、このまま使用する
と事故や、火災の恐れがあるため、早急に
修繕工事が必要なことから、競争入札によ
る業者を選定する時間的余裕がなかった。

5号

124
上下水道課

（上水）
田麦浄水場場内給水ポンプユニット緊急更新
工事

給水ポンプユニット更新　1基 ㈲八木電機システム 令和2年5月14日
令和2年5月14日～
令和2年7月13日

3,256,000円

給水ポンプNo2が絶縁不良を起こしており、
このまま使用するとポンプNo1も絶縁不良を
起こし浄水処理が不能になってしまうため、
早急に修繕工事が必要なことから、競争入
札による業者を選定する時間的余裕がな
かった。

5号

125
上下水道課

（下水）
農業集落排水事業豊田処理場非常用エンジ
ンポンプNo.１緊急修繕工事

非常用エンジンポンプ修繕　一式 第一公害プラント㈱長野支店 令和2年5月15日
令和2年5月15日～
令和2年10月30日

1,375,000円

雨天時など汚水流入量が増大した際に稼
働するための非常用エンジンポンプの故障
により、早急に修繕工事が必要なことから、
競争入札による業者を選定する時間的余裕
がなかったため。

5号

126
上下水道課

（上水）
量水器取替工事（豊田地域） 量水器取替工事

豊田上下水道指定工事店組
合

令和2年5月20日
令和2年5月20日～
令和2年11月26日

2,430,722円

市内に本社を有する中野市指定給水装置
工事事業者によって組織された組合であ
り、現場及び中野市水道事業給水条例をは
じめとする関係法令を熟知しており、確実な
施工及び工期の短縮が期待できるため。

2号

127
上下水道課

（下水）
農業集落排水事業倭処理場ほか２か所オゾ
ン脱臭装置修繕工事

オゾン脱臭装置修繕　一式 ㈱デニム 令和2年5月22日
令和2年5月22日～
令和3年2月26日

2,090,000円
構造が特殊な設備であり、機器の修繕にお
いて施工可能な者が特定されるため。

2号

128
上下水道課

（上水）
量水器取替工事（中野地域） 量水器取替工事 中野市水道工事協同組合 令和2年5月25日

令和2年5月25日～
令和2年11月25日

16,488,288円

　市内に本社を有する中野市指定給水装置
工事事業者によって組織された組合であ
り、現場及び中野市水道事業給水条例をは
じめとする関係法令を熟知しており、確実な
施工及び工期の短縮が期待できるため

2号

129
上下水道課

（下水）
農業集落排水事業永江処理区篭原北マン
ホールポンプ場No.１ポンプ緊急更新工事

ポンプ更新　一式 第一公害プラント㈱長野支店 令和2年6月1日
令和2年6月1日～
令和2年11月27日

1,529,000円

汚水を安定的して排水させるための重要機
器であるポンプの故障により、早急に更新
工事が必要なことから、競争入札による業
者を選定する時間的余裕がなかったため。

5号

130
上下水道課

（下水）
公共下水道事業中野浄化管理センター２系
汚泥脱水機供給汚泥流量計緊急更新工事

流量計更新　一式 ㈲八木電機システム 令和2年6月2日
令和2年6月2日～
令和2年10月16日

2,574,000円

汚泥脱水時の薬品供給量等を決定する測
定機器の故障により、早急に更新工事が必
要なことから、競争入札による業者を選定
する時間的余裕がなかったため。

5号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

131
上下水道課

（上水）
県街路立ヶ花東山線踏切改良に伴う水道鞘
管設置工事

水道鞘管設置 長電建設㈱ 令和2年6月10日
令和2年6月23日～
令和2年8月31日

3,960,000円
踏切直下の工事であるため、踏切改良の施
工業者であり、長野電鉄と工事の調節が充
分に行われている業者のため

2号

132
上下水道課

（下水）
農業集落排水事業永江処理区棚山マンホー
ルポンプ場ほか１か所水位計緊急更新工事

水位計更新　２台 第一公害プラント㈱長野支店 令和2年7月3日
令和2年7月3日～
令和2年10月30日

1,683,000円

自動制御運転の重要機器である水位計の
故障により、早急に更新工事が必要なこと
から、競争入札による業者を選定する時間
的余裕がなかったため。

5号

133
上下水道課

（上水）
高丘水源Ｎｏ1取水ポンプ緊急更新工事 取水ポンプ更新　1基 ㈲八木電機システム 令和2年7月7日

令和2年7月7日～
令和2年11月20日

3,542,000円

ポンプが絶縁不良を起こしているため、この
まま使用すると送水不能になってしまう恐れ
があるため、早急に修繕工事が必要なこと
から、競争入札による業者を選定する時間
的余裕がなかった。

5号

134
上下水道課

（下水）

農業集落排水事業　延徳処理場ほか６か所
濃縮汚泥運搬緊急業務委託
（単価契約）

中野地区農業集落排水処理場の脱水汚泥
を受け入れている平岡堆肥化施設の機械
設備が故障し、脱水汚泥受入量を制限する
必要があるため、各処理場の濃縮汚泥量を
減らすこと及び処理水質の安定を図ること
を目的とした濃縮汚泥の引抜・運搬業務を
行う。

㈲中野環境サービス 令和2年7月13日
令和2年7月13日～
令和3年3月31日

12,100円/1台
（2.7kl）

中野市浄化槽清掃許可を有する者で、緊急
業務対応が可能であるため。

5号

135
上下水道課

（下水）
農業集落排水事業１号移動脱水車脱水機修
繕工事

移動脱水車脱水機修繕　一式 日本技建㈱ 令和2年7月13日
令和2年7月13日～
令和3年2月10日

2,805,000円
構造が特殊な設備であり、機器の修繕にお
いて施工可能な者が特定されるため。

2号

136
上下水道課

（下水）
農業集落排水事業平岡堆肥化施設一次発酵
装置シリンダ台座緊急修繕工事

一次発酵装置シリンダ台座修繕　一式
㈱日立プラントサービス関東
支店

令和2年7月13日
令和2年7月13日～
令和2年8月28日

2,057,000円

汚泥堆肥化において重要な工程である一次
発酵槽のシリンダ台座の故障により、早急
に修繕工事が必要なことから、競争入札に
よる業者を選定する時間的余裕がなかった
ため。

5号

137
上下水道課

（下水）
農業集落排水事業平岡堆肥化施設機器修繕
工事

機器修繕　一式
㈱日立プラントサービス関東
支店

令和2年7月15日
令和2年7月15日～
令和3年3月12日

5,610,000円
構造が特殊な設備であり、機器の修繕にお
いて施工可能な者が特定されるため。

2号

138
上下水道課

（上水）
桜沢ポンプ井No.2送水ポンプ緊急更新工事

送水ポンプ更新工事　1基、仕切弁交換　1
基、逆止弁交換　1基

㈱マナテック 令和2年7月16日
令和2年7月16日～
令和2年10月30日

2,926,000円

ポンプの故障により、このまま使用すると送
水不能になってしまう恐れがあるため、早急
に修繕工事が必要なことから、競争入札に
よる業者を選定する時間的余裕がなかっ
た。

5号

139
上下水道課

（下水）
農業集落排水事業平岡堆肥化施設二次発酵
装置投入コンベア⑴緊急修繕工事

二次発酵装置投入コンベア⑴修繕　一式
㈱日立プラントサービス関東
支店

令和2年7月16日
令和2年7月16日～
令和2年9月30日

1,342,000円

二次発酵装置投入コンベアの故障により、
汚泥堆肥の製造ができなくなり、早急に修
繕工事が必要なことから、競争入札による
業者を選定する時間的余裕がなかったた
め。

5号

140
上下水道課

（下水）
農業集落排水事業２号移動脱水車脱水機修
繕工事

２号移動脱水車脱水機修繕　一式
㈱日立プラントサービス関東
支店

令和2年7月17日
令和2年7月17日～
令和3年3月12日

2,585,000円
構造が特殊な設備であり、機器の修繕にお
いて施工可能な者が特定されるため。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

141
上下水道課

（上水）
北部第1ポンプ井Ｎｏ.2送水ポンプ緊急更新工
事

送水ポンプ更新工事　一式 ㈱マナテック 令和2年7月20日
令和2年7月20日～
令和3年3月31日

3,586,000円

ポンプの故障により、このまま使用すると送
水不能になってしまう恐れがあるため、早急
に修繕工事が必要なことから、競争入札に
よる業者を選定する時間的余裕がなかっ
た。

5号

142
上下水道課

（上水）
古牧東水源井内緊急清掃業務委託 井内堆砂除去及び集水管の清掃

㈱ウォーターエージェシー長野
営業所

令和2年7月20日
令和2年7月20日～
令和2年9月30日

3,355,000円

梅雨前線の豪雨の影響で原水が高濃度と
なり、集水管の閉塞、井内底部に土砂堆積
が確認され集水に支障をきたしているため
早急に清掃が必要なことから、競争入札に
よる業者を選定する時間的余裕がなかっ
た。

5号

143
上下水道課
（上・下水）

中野市下水道・上水道台帳補正業務委託
上下水道工事施工箇所の台帳の補正業務
と、全庁統合型ＧＩＳに移行するためのシス
テム更新。

国際航業㈱長野営業所 令和2年8月11日
令和2年8月11日～
令和3年3月26日

9,746,000円
中野市統合型ＧＩＳの構築業者であり、プロ
グラムの増設、追加等ができる者が特定さ
れるため。

2号

144
上下水道課

（下水）
公共下水道事業中野浄化管理センター１号
送風機緊急修繕工事

送風機修繕　一式 ㈲志賀プラントサービス 令和2年8月28日
令和2年8月28日～
令和3年3月12日

2,178,000円

水処理の重要設備である送風機の故障に
より、早急に修繕工事が必要なことから、競
争入札による業者を選定する時間的余裕が
なかったため。

5号

145 学校教育課 「夢の教室」開催事業業務委託 「夢の教室」開催事業　一式
公益財団法人　日本サッカー
協会

令和2年6月24日
令和２年６月24日～
令和３年２月26日

1,522,580円

本委託事業は「公益財団法人　日本サッ
カー協会」のみが行っているものであり「夢
先生」との調整・確保及び「夢の教室」の運
営方法など、委託内容の特殊性により契約
の相手方が特定されるため。

2号

146 学校教育課
使用小学校用教師用教科書及び指導書購入
（前期）

令和2年度使用小学校用教師用教科書及
び指導書（前期）の納入

㈲金井書店
㈱鈴木
㈲森田書店

令和2年4月1日
令和2年４月１日～
令和2年４月３日

31,178,322円

教師用教科書及び指導書の流通経路は一
般書籍と異なり、長野県教科書供給所から
受け持ち学校を指定された書店でしか購入
できず、かつ定価販売であるため。

2号

147 学校教育課
使用小学校用教師用教科書及び指導書購入
（後期）

令和2年度使用小学校用教師用教科書及
び指導書（後期）の納入

㈲金井書店
㈱鈴木
㈲森田書店

令和2年8月24日
令和２年８月24日～
令和２年８月31日

4,159,438円

教師用教科書及び指導書の流通経路は一
般書籍と異なり、長野県教科書供給所から
受け持ち学校を指定された書店でしか購入
できず、かつ定価販売であるため。

2号

148 学校教育課
中野市立南宮中学校GP型1級複合受信機更
新緊急工事

複合型火災受信機更新 やまたけ電業㈱ 令和2年7月8日
令和2年7月8日～
令和2年10月30日

3,077,800円
令和元年度に南宮中学校の火災受信機修
繕業者のため。

5号

149 学校教育課
学校保健心臓検診、結核検査及び胃・大腸
検査業務委託
（単価契約）

学校保健安全法並びに医師会の指導に基
づき、小中学校児童生徒及び教職員の心
臓検診、結核検診及び胃・大腸検査を行う。

公益財団法人長野県健康づく
り事業団

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

心臓検査
1,650円

結核検査・校医
読影

1,342円
結核検査・事業

団読影
1,507円

胃検査基本料
160,050円

胃検査追加料金
5,335円

大腸検査法
1,705円

学校保健安全法の規定に基づき児童・生徒
及び教職員の健康診断を行っているところ
だが、児童・生徒の健康診断は学校保健安
全法施行規則に定められた期日（毎年度６
月30日）までに行う必要がある。各学校にお
ける巡回検診の実施に際して、検診車を有
し、かつ短期間で各学校の全対象者の受検
を完了できる環境が整っている検査機関で
あるため選定した。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

150 学校教育課
学校保健貧血検査、小児生活習慣病予防健
診、ウイルス検査及び腹囲測定業務委託
（単価契約）

学校保健安全法並びに医師会の指導に基
づき、小中学校児童生徒及び教職員の貧
血検査、小児生活習慣病予防健診、血液検
査等を行う。

一般財団法人長野県公衆衛
生協会

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

小児生活習慣病
予防健診

2,893円
貧血検査

495円
血液検査

4,235円
ウイルス検査

1,320円
腹囲測定

132円

学校保健安全法の規定に基づき児童生徒
及び教職員の健康診断を行っているところ
だが、児童生徒の健康診断は学校保健安
全法施行規則に定められた期日（毎年度６
月30日）までに行う必要がある。
各学校における巡回検診の実施に際して、
短期間で各学校の全対象者の受検を完了
できる環境が整っており、また中野市独自
に実施している児童生徒の貧血検査及び
小児生活習慣病予防健診に対応できる検
査機関であることから選定した。

2号

151 学校教育課 学校間ネットワークシステム保守業務委託
センターサーバ保守業務、小中学校教育用
及び校務用コンピュータネットワーク保守業
務

富士電機ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱信越支
店中野営業所

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

25,033,360円

中野市の庁内ネットワークは、当該業者が
構築したものであり、当該業者以外の者が
本業務を請け負うこととなると、障害発生時
の緊急時に迅速な復旧が困難である。更に
庁内ネットワーク上では、庁内の基幹系及
び内部計システム等が稼働しており、住民
サービスに支障をきたさず本業務を遂行で
きるのは当該業者のみであることから、本
業務は競争入札に適さない。
当契約の相手方は、平成15年のシステム稼
働時から機器の設定、運用、保守を行って
おり、既存のシステムの構築には本市の運
用に合わせ膨大な労力と経費を費やしてい
る。他者により増設作業を実施すると、経費
や開発に要する期間が非効率である上、シ
ステム障害時の責任が不明確となり、障害
回復に時間を要し業務に支障をきたす恐れ
があるため。

2号

152 学校教育課
小学校指導者用デジタル教科書配信（Web配
信版）業務委託

学校間ネットワーク上にある教育用サー
バーにコンテンツデータを配信し、格納する

富士電機ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱信越支
店中野営業所

令和2年6月3日
令和２年６月３日～
令和３年６月30日

3,196,380円

デジタル教科書Web配信版の配信元である
株式会社内田洋行の販売代理店
で、かつ学校間ネットワークシステムセン
ターサーバの導入業者及び各学校のネット
ワーク環境の構築を行った者であり、現行
の教育サーバー及び学校側クライアントパ
ソコン等の環境を把握しており、配信形式が
異なるコンテンツの配信にも対応できるた
め。

2号

153 学校教育課
令和２年中野・高社小学校教育用コンピュー
タ等賃貸借（再リース）

校務用及び学習用のコンピュータ等の賃貸
借

㈱鈴木 令和2年7月27日
令和２年８月１日～
令和３年７月31日

96,800円/月
引き続き賃貸借するため、現在の請負業者
とする。

2号

154 学校教育課
令和２年南宮・中野平中学校教育用コン
ピュータ等賃貸借（再リース）

校務用及び学習用のコンピュータ等の賃貸
借

㈱鈴木 令和2年7月27日
令和２年８月１日～
令和３年７月31日

44,000円/月
引き続き賃貸借するため、現在の請負業者
とする。

2号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

155 学校教育課 小学校外国語指導講師派遣業務委託
児童の英語力の向上を図るため、派遣業務
委託により外国語指導講師２名を配置す
る。

㈱インタラック関東北 令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

770,000円/月

　令和元年度において当市の小学校で外国
語指導業務の実績があり、また、当該事業
者独自で作成している指導案を授業や外国
語指導講師との打合せに活用することで、
引き続き効率的な授業運営及び長期的な
観点による一貫性を持った外国語指導を行
うことができるため。
　また、令和２年度には外国語教育の授業
実施時数が増加し、５学年及び６学年につ
いては外国語教育が教科化されることとな
るが、当市の外国語指導業務を熟知した講
師を継続することで、引き続き安定した授業
運営を行うことができるため。

2号

156 学校教育課 中野市内旧小学校校舎エアコン撤去工事
旧小学校校舎エアコン撤去工事
室内機及び室外機撤去　26箇所

新栄工業㈱ 令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和２年４月30日

3,520,000円
平成30年度中野市内小中学校エアコン設
置工事　受注者

7号

157 学校教育課
中野市立高社小学校教室棟廊下床張替え工
事

中野市立高社小学校　教室棟廊下床貼替
え工事
長尺ビニル床シート貼　S＝421㎡

㈱湯本工務店 令和2年4月2日
令和２年４月２日～
令和２年４月30日

4,950,000円
令和元年度中野市立高社小学校整備工事
受注者

6号

158 学校教育課
中野市立高社小学校給食コンテナ室改修工
事

コンテナ室内装改修
出入口改修　電動スチールシャッター設置１
箇所
既存撤去のうえ、食缶棚、手洗器の更新等
付属設備工事
上記に係る、電気及び機械設備の配線配
管類の改修

㈱湯本工務店 令和2年4月2日
令和２年４月２日～
令和２年４月30日

2,475,000円
令和元年度中野市立高社小学校整備工事
受注者

6号

159 学校教育課
中野市立高社中学校多目的スペースエアコ
ン設置工事

多目的スペースエアコン設置　２箇所 新栄工業㈱ 令和2年6月12日
令和２年６月12日～
令和２年６月30日

3,102,000円
エアコン設置工事についての状況調査に迅
速に対応し、工事実施できる業者である。

5号

160 学校教育課
中野市立豊田小学校及び豊田中学校整備工
事（エアコン設置工事）

エアコン設置工事　７箇所 新栄工業㈱ 令和2年7月28日
令和２年７月28日～
令和２年９月30日

2,970,000円

「ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付
金」を活用し、昨年度、プロポーザルにおい
て実施したエアコン設置工事の受託者であ
り、その際の「中野市内小・中学校エアコン
設置工事公募型プロポーザル実施要領」第
14項（４）カにおいて、「本事業受託者にはエ
アコン設置工事に伴う維持管理及び今後発
注する修繕を発注することを予定してい
る。」と明記されていること、及び現在施工
中の豊田小学校及び豊田中学校整備受託
者の中野・土屋特定建設工事共同企業体
において、機械設備工事を担当している。

6号

161 学校教育課
中野市立高社小学校給食コンテナ室及び相
談室エアコン設置工事

エアコン設置工事　2箇所 新栄工業㈱ 令和2年9月2日
令和２年９月２日～
令和２年９月25日

1,386,000円

平成30年度小・中学校エアコン設置工事の
請負業者であり、エアコン設置工事につい
ての状況調査に迅速に対応し、工事実施で
きるため。

5号
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特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

162 学校教育課
中野市立中野平中学校保健室及び理科準備
室エアコン設置工事

エアコン設置工事　2箇所 新栄工業㈱ 令和2年9月2日
令和２年９月２日～
令和２年９月25日

1,496,000円

平成30年度小・中学校エアコン設置工事の
請負業者であり、エアコン設置工事につい
ての状況調査に迅速に対応し、工事実施で
きるため。

5号

163 学校教育課
中野市立中野小学校コンテナ室エアコン設置
工事

エアコン設置工事　2箇所 新栄工業㈱ 令和2年9月4日
令和２年９月４日～
令和２年９月25日

1,353,000円

平成30年度小・中学校エアコン設置工事の
請負業者であり、エアコン設置工事につい
ての状況調査に迅速に対応し、工事実施で
きるため。

5号

164 学校教育課
中野市立中野小学校ほか１校トイレ除菌消臭
洗浄装置保守点検業務委託

トイレ除菌消臭洗浄装置保守点検　2校 日本カルミック㈱ 令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

667,920円
現在設置されているトイレ除菌消臭洗浄装
置の開発及び設置、保守点検を行っている
者であるため。

2号

165 学校教育課
中野市立小中学校知能検査・学力検査
（単価契約）

教育指導の充実や学習状況の改善に資す
るため、市内小中学校において知能検査
及び学力検査を実施する。

㈱しんきょうネット中野出
張所

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

学力検査
360円/回
知能検査
460円/回

本市で実施している知能検査・学力検査に
ついては、㈱図書文化社が提供する検査を
活用しており、その取扱いは、㈱図書文化
社の代理店に限られることから、当該業者
と随意契約を締結するものである。

2号

166 学校教育課
中野市立小中学校Ｑ-Ｕ検査
（単価契約）

不登校対策の一環として資するため、市
内小中学校においてＱ-Ｕ検査を実施す
る。

㈱しんきょうネット中野出
張所

令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

460円/回

本市で実施しているＱ-Ｕ検査について
は、㈱図書文化社が提供している検査を
活用しており、その取扱いは、㈱図書文
化社の代理店に限られることから、当該
業者と随意契約を締結するものである。

2号

167 学校教育課
中野市小学校（保育所）
児童送迎バス運転業務委託（その１）

高丘小学校等のスクールバス運行を行
う。

㈱山田タクシー 令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

1,772,556円

学校行事等による複雑な運行管理に対応
でき、かつ年間（開校日数約205日）を
通して、運転業務に従事できる者を確保
することができるため。

2号

168 学校教育課
中野市小学校（保育所）
児童送迎バス運転業務委託（その２）

高丘小学校等のスクールバス運行を行
う。

中野ハイヤー㈱ 令和2年4月1日
令和２年４月１日～
令和３年３月31日

1,772,556円

学校行事等による複雑な運行管理に対応
でき、かつ年間（開校日数約205日）を
通して、運転業務に従事できる者を確保
することができるため。

2号

169
学校給食セ

ンター
学校給食用米穀購入（単価契約） 学校給食用米穀の購入

中野市学校給食用米穀納入
組合

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

352円/㎏
中野市産米コシヒカリを学校給食に必要な
量を安定して納入可能な者であるため。

2号

170
学校給食セ

ンター
学校給食用小麦粉製品等購入契約 学校給食用小麦粉・米粉製品の購入

公益財団法人長野県学校給
食会

令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

42.54円/50g
（税別）

ほか

長野県産小麦粉や米粉を使用した学校給
食用小麦粉及び米粉製品を年間を通じて安
定して供給できるため。

2号

171
学校給食セ

ンター
学校給食用牛乳供給契約 学校給食用牛乳の購入 長野県農協直販㈱ 令和2年4月1日

令和2年4月1日～
令和3年3月31日

53.33円/200ml
（税別）

長野県学校給食用牛乳供給事業に基づ
き、長野県産の牛乳を供給できる者として、
県が指定しているため。

2号

172
学校給食セ

ンター
学校給食米飯加工業務委託（その１） 学校給食用米飯の加工業務 旭製パン（合） 令和2年4月1日

令和2年4月1日～
令和3年3月31日

29.16円/100g以
下

（税別）
ほか

市内業者で学校給食用米飯の加工業務を
年間を通じて安定して行えるため。

2号



22

特命随意契約締結状況（４月から９月まで）

№ 担当課 契約案件名 案件の概要 契約の相手方 契約締結日
納入期限又は

履行期間
契約金額
（税込）

契約の相手方の選定理由

地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

173
学校給食セ

ンター
学校給食米飯加工業務委託（その２） 学校給食用米飯の加工業務 ㈲亀屋製菓 令和2年4月1日

令和2年4月1日～
令和3年3月31日

29.16円/100g
（税別）

ほか

市内業者で学校給食用米飯の加工業務を
年間を通じて安定して行えるため。

2号

174
学校給食セ

ンター
豊田学校給食センター浄化槽清掃業務委託

豊田学校給食センター解体工事に伴い、空
にした状態の浄化槽の撤去が必要となった
ため、浄化槽の汚泥等の汲み取り及び清掃
を行う。

信濃理化学工業㈱ 令和2年5月22日
令和2年5月22日～
令和2年5月25日

1,144,770円

解体工事の都合上、早急に浄化槽を空にし
て撤去しなければならないところ、浄化槽の
容量が大きく、保守点検業者では対応でき
なかったため、急きょ沈殿槽清掃の委託業
者に依頼することとなった。

5号

175
学校給食セ

ンター
北部学校給食センター揚物調理室系統空調
機修繕工事

揚物調理室系統の空調機器が故障し、冷
気が出なくなったため、修繕を行う。

㈱マツハシ冷熱 令和2年7月21日
令和2年7月21日～
令和2年8月18日

1,562,000円

揚物調理室は夏場に高温となるため、労働
環境の面から早急に空調機器の修繕が必
要であり、当該機器の設置業者であれば、
迅速な修繕が期待できるため。

5号

176 生涯学習課
国庫補助事業中野市十三崖のチョウゲンボ
ウ繁殖地保全整備事業モニタリング調査業
務委託

平成30年度に実施した、天然記念物「十三
崖のチョウゲンボウ繁殖地」における崖面
の整備工事の効果を検証するため、モニタ
リング調査を行う。

公益財団法人　日本鳥類保護
連盟

令和2年4月21日
令和２年４月21日～
令和３年３月31日

981,674円

鳥類の研究調査及び保護業務を専門として
おり、特にチョウゲンボウの捕獲実績は国
内唯一である。平成29年度から平成31年度
にかけての同業務の受託者であり、現場及
び内容を熟知しており、この特殊な業務を
円滑に実施できるため。

2号

177 生涯学習課
国庫補助事業中野市十三崖のチョウゲンボ
ウ繁殖地保全整備事業モニタリング調査業
務委託　個体交流範囲解析

国指定天然記念物「十三崖のチョウゲンボ
ウ繁殖地」のモニタリング調査のうち、個体
交流範囲の解析を行う。

弘前大学 令和2年8月5日
令和２年8月5日～
令和３年２月28日

986,474円

鳥類のDNA分析を専門としてる者で、日本
で唯一チョウゲンボウのDNA分析の実績が
あり、統計計算を用いた個体交流範囲解析
手法を熟知しているため。

2号

178 生涯学習課
(仮称）山田家資料館整備工事設計監理業務
委託

(仮称）山田家資料館整備工事に伴う基本
設計及び実施設計を行い必要な設計図書
を作成し、本工事における工事管理業務を
実施する。

有限会社　信濃伝統建築研究
所

令和2年6月25日
令和２年６月25日～
令和３年３月19日

2,530,000円

伝統的建築物の調査・設計・管理を専門と
している者で、平成27年に本施設の建造物
調査・外構整備・座敷調査を実施し、国の登
録有形文化財への登録資料を作成してい
る。文化庁が推奨する文化的価値と調和し
た設備整理工事設計の技術を有し、平成28
年から令和元年度にかけての同業務の受
託者であるため,現場及び内容を熟知してお
り、この特殊な業務を円滑に実施できるた
め。

2号

179 博物館 展示用レプリカ製造業務委託
重要文化財柳沢遺跡２号銅鐸及び５号銅鐸
の展示用レプリカの製造を行う。

中村美術工芸 令和2年5月1日
令和2年5月1日～
令和2年6月30日

979,000円
製造に必要な２号銅鐸・５号銅鐸の鋳造の
ための型枠を所有している。

1号

180 博物館 プラネタリウム投影ソフト賃貸借

プラネタリウム投影ソフト「ステラドーム・プ
ロ」の単年度契約が終了することに伴い、今
後も現ソフトを使用し投影を行なうことから、
今年度より長期契約とし更新を行う。

（株）アストロアーツ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和7年3月31日
（長期継続契約）

100,833円/月
自治体での実績を有し、長年の実績がある
ため。

2号

181 博物館 プラネタリウム投影番組賃貸借

　「名探偵コナン　星影の魔術師」「リーフ
サンゴ礁を旅して」「星空解説（4季節）」「ＨＡ
ＫＯＮＩＷＡメニュー作品」のプラネタリウム番
組の投影に伴い、ソフトの賃借を行う。

（株）リブラ 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

3,399,000円
自治体での実績を有し、長年の実績がある
ため。

2号
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第167条の
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の号

182 議会事務局
中野市議会会議録調製及び印刷製本業務委
託
（単価契約）

中野市議会定例会、臨時会及び委員会の
会議録の調製及び印刷製本を行う。

（本会議）　・音声データ反訳及び印刷製本
　　　　　　　・参考資料印刷製本

（委員会）　・音声データ反訳

(株)会議録研究所 令和2年4月1日
令和2年4月1日～
令和3年3月31日

（本会議）
音声データ反訳

～印刷製本
67円/頁

参考資料印刷製
本

22円/頁

（委員会）
音声データ反訳

通常16,500円/時
急ぎ24,800円/時

　議会会議録はその性格上、会議の次第を
そのまま記録する物であり、記述の正確性
と表現の厳密さが求められる。また、会議録
作成には議会特有の実態及び用語等の知
識が必要であり、特に固有名詞、また、方言
等の確認作業が必要不可欠である。
　同社は、本市の会議録作成を長年請負っ
ておおり、固有名詞等に精通していることか
ら音声データ反訳及び印刷製本において円
滑で確実な業務遂行が可能であり、正確な
納期が見込める。
　加えて、本市が導入している会議録検索
システムの管理業者であり、会議録検索シ
ステムへの掲載までの期間の短縮が図られ
る。

2号

183
選挙管理委
員会事務局

中野市長選挙
選挙時登録業務委託

令和２年11月15日執行予定の中野市長選
挙に伴い、選挙時の選挙人名簿の調製、帳
票の作成等を行う。

㈱電算 令和2年8月21日
令和２年８月21日～
令和２年11月30日

1,462,934円

公職選挙法第22条の規定による選挙人名
簿の登録は、住民基本台帳に記録されてい
る者について行うため、また、既存の電算シ
ステムとの密接不可分の関係にあり、同一
システム開発者以外の者にプログラムの増
設、追加等を履行させると、既存の電算シ
ステムの運用に著しく支障が生じるおそれ
があるため、現在の住民基本台帳業務受託
者としたい。

2号

184
選挙管理委
員会事務局

中野市長選挙
ポスター掲示場作製設置管理撤去業務委託

令和２年11月15日執行予定の中野市長選
挙において、中野市議会議員及び中野市長
の選挙における選挙ポスター掲示場の設置
に関する条例により、公職選挙法第144条
の２第８項に規定するポスター掲示場の作
製設置管理撤去を行う。

中野市建設業協会 令和2年9月14日
令和２年９月14日～
令和２年11月20日

1,925,000円

市内175か所に設置する公職選挙法第144
条の２第８項に規定するポスター掲示場の
作製・設置・撤去を期間内に施工し、かつ、
管理上の問題が同時多発する場合におい
て、市内全域で対応が可能な体制を有する
者。

2号

185
農業委員会

事務局
耕作放棄地調査用図面更新業務委託

耕作放棄地の解消及び集積の推進のため
に利用する調査用地図を最新の情報に更
新する

国際航業㈱長野営業所 令和2年5月12日
令和2年5月12日～
令和2年6月25日

341,000円/年

現在利用している地図は、現在利用中の統
合型地理情報システム（GIS)を用いて作成
しており、同一のシステム開発者以外に依
頼することでプログラムの追加等による支
障が生じる恐れがあるため。
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