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特命随意契約締結状況（10月から12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 人事給与システム機器更改業務委託

現行システムの使用許諾期間満了に伴い、
人事給与管理業務を安全かつ確実に行う
ため、老朽化した現行システムを最新バー
ジョンのシステムに更改する。

㈱電算 令和2年12月7日
令和2年12月7日～
令和3年3月31日

3,465,000円

現行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

2 福祉課
国保オンライン資格確認等自庁システム改修
業務委託

令和３年度より開始予定の、マイナンバー
カードによる国保資格確認のためのシステ
ム改修

㈱電算 令和2年10月1日
令和2年10月1日～
令和3年3月31日

3,168,000円
電算システムについて、当該システム開発
者にしかできない改修を実施するため。

2号

3 子育て課
中野児童センター遊戯室雨漏り修繕緊急工
事

遊戯室で雨漏りが発生し、児童の活動に支
障が出ているため、緊急工事が必要とな
る。（屋根、外壁の防水処理）

高社建設㈱ 令和2年10月15日
令和2年10月15日～
令和2年12月25日

1,496,000円
当センターの建設業者であり、設計、建築
構造を熟知し、適切な工事が見込めるた
め。

5号

4 市民課
社会保障・税番号制度システム改修委託（戸
籍附票システム）

社会保障・税番号制度システム整備（戸籍
附票システム）の改修を行う。

㈱電算 令和2年11月1日
令和2年11月1日～
令和3年3月31日

5,350,400円
既存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
ムの運用に支障が生じる恐れがあるため。

2号

5 市民課
社会保障・税番号制度システム改修委託（住
基システム）

社会保障・税番号制度システム整備（住基
システム）の改修を行う。

㈱電算 令和2年11月1日
令和2年11月1日～
令和3年3月31日

3,509,000円
既存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
ムの運用に支障が生じる恐れがあるため。

2号

6 市民課
社会保障・税番号制度システム改修委託（戸
籍附票副本システム）

社会保障・税番号制度システム整備（戸籍
附票副本システム）の改修を行う。

㈱電算 令和2年11月1日
令和2年11月1日～
令和3年3月31日

1,496,000円
既存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
ムの運用に支障が生じる恐れがあるため。

2号

7 農政課
地域発元気づくり支援金事業　岩船区重機借
上

重機借上一式 ㈲渡辺建設 令和2年10月16日
令和2年10月16日～
令和2年12月18日

770,000円

当該業者は当該事業箇所付近で当該事業と同
様のコンクリート２次製品（排水フリューム）を敷
設する工事の施工業者であり、使用する重機等
をそのまま転用することが可能であるため、工期
の短縮、経費の節減が確保できるため。

2号

8 農政課 桜沢地区森林緩衝帯整備等業務委託
緩衝帯整備　除伐（不要木の除去及び伐
採）
Ａ＝1.98ha

北信州森林組合 令和2年12月10日
令和2年12月10日～
令和3年1月13日

755,700円

当該業者は当該業務に関する専門技術者
を有し、また森林整備に精通する者であり、
過去２年間に同様の業務内容を履行した実
績を有しているため。

2号

9 道路河川課 市道笠倉奥手山線応急対策撤去緊急工事

　令和元年東日本台風において被災した市
道笠倉奥手山線について、災害復旧工事
がしゅん工したため、応急対策として設置し
た仮道を撤去する。

㈱高見澤建設事業部 令和2年10月26日
令和2年10月26日～
令和2年12月11日

2,079,000円

　令和元年度　災害復旧事業　市道笠倉奥
手山線応急対策工事の受託者であり、降雪
時までに仮道を撤去し、原状復帰するには
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

10 道路河川課 中野市道路台帳補正業務委託

　拡幅、新規認定等した道路について、道
路台帳の補正業務を行い、併せて道路台帳
管理システムに補正後の道路台帳データを
搭載する。

国際航業㈱長野営業所 令和2年11月9日
令和2年11月9日～
令和3年3月22日

8,030,000円

　本市の道路台帳データを搭載している中
野市統合型地理情報システムの設計導入
業者であるとともに、現在の道路台帳等の
製作業者であることから、適切なデータ作
成、データセットアップに加え、安定したシス
テム運用その他本委託業務の確実な実施
が可能であるため。

２号
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11 道路河川課 市単独事業　樋門施設ゲート点検業務委託
　市が所有する樋門・樋管・排水設備につい
て機能を良好な状態に維持し、十分な機能
を確保するため点検及び整備を行う。

㈱前田製作所 令和2年12月28日
令和2年12月28日～
令和3年3月31日

581,900円

　国土交通省北陸地方整備局千曲川河川
事務所発注の千曲川管内水門設備設置受
託者であり、市内の各樋門施設の構造等を
熟知しており、正確かつ迅速な業務の実施
が見込めるため。

２号

12 都市計画課
中野市潜在空家等実態調査データ抽出業務
委託

市内の適切に管理が行われていない空家
等について、実態把握を行い、住民の生活
環境保全のための指導を行うための調査。
空家等の候補建物の抽出調査を行い、中
野市が保有するデータとの突合を行う

㈱ゼンリン長野営業所 令和2年10月16日
令和2年10月16日～
令和2年12月28日

990,000円

空家の詳細位置を把握し、令和３年度に実施す
る現地調査及び空き家危険度評価を効率的に
行うため、他の自治体で「空家データの抽出」
「現地調査」の双方の実績がある者を選定した。
また、市が保有する空き家台帳のデータとの突
合は、個人情報を取り扱うため、「地方公共団体
における空家調査の手引き」「空き家所有者情
報の外部提供に関するガイドライン」に伴って行
い、空家対策における専門性が問われる。
業務期間が限られていることから、地図製作の
ために、定期的に現地調査を行い「空家等」につ
いて、すでに情報を有している者を選定した。

２号

13
上下水道課

（上水）
更科地区消火栓緊急移設工事 消火栓修繕工事　一式 ㈲北斗技研 令和2年9月28日

令和2年 9月28日～
令和2年10月2日

1,012,000円

住宅の外構工事に伴い早急に移設工事が
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、中野市水
道工事協同組合から選定された者。

5号

14
上下水道課

（上水）
田麦浄水場塩注入ポンプ緊急修繕工事

・Ｎｏ2後塩注入ポンプモーター交換(200v
0.4kw)1台
・Ｎｏ1～2　ポンプ部オーバーホール一式

中信アスナ㈱ 令和2年10月8日
令和2年10月8日～
令和2年11月6日

1,177,000円

No2後塩注入ポンプが故障し、運転不納状
態となってしまった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当該器具の
設置者であり、現場を熟知している者。

5号

15
上下水道課

（上水）
大熊配水池加圧ポンプ緊急
修繕工事

加圧ポンプ交換(200Ｖ　300ℓ/min×43m×
3.7kw)1台

中信アスナ㈱ 令和2年10月23日
令和2年10月23日～
令和3年1月29日

2,420,000円

加圧ポンプが起動しない不具合が発生した
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、当該器具の設置者であり、
現場を熟知している者。

5号

16
上下水道課

（下水）

令和２年度　農業集落排水事業平岡堆肥化
施設一次発酵装置油圧シリンダー等緊急修
繕工事

一次発酵装置油圧シリンダー等修繕　一式
㈱日立プラントサービス関東
支店

令和2年10月30日
令和2年10月30日～
令和3年1月29日

1,386,000円

汚泥堆肥化において重要な工程である一次
発酵装置のシリンダー等の故障により、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、当該機器の製造・設置者であり、機
器を熟知している者。

5号

17
上下水道課

（下水）
令和２年度　農業集落排水事業豊田処理場
汚泥移送ポンプNo.２緊急更新工事

汚泥移送ポンプ更新　一式 第一公害プラント㈱長野支店 令和2年11月16日
令和2年11月16日～
令和3年3月31日

2,530,000円

汚泥脱水の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、当該処理場の維持
管理業者であり、機器を熟知している者。

5号

18
上下水道課

（上水）
穴田配水池テレメーター緊急修繕工事 テレメータ修繕工事　一式 株式会社　マナテック 令和2年12月3日

令和2年12月3日～
令和3年3月31日

1,188,000円

テレメータ設備の故障でデータの送受信が
できないため、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当該機器の施工業
者であり専用の機器を使用している者。

5号
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19
上下水道課

（下水）
公共下水道事業中野浄化管理センター無停
電電源装置用蓄電池緊急修繕工事

無停電電源装置用蓄電池修繕　一式 メタウォーター㈱長野営業所 令和2年12月25日
令和2年12月25日～
令和3年3月31日

8,107,000円

停電時に自家用発電機に電源を供給する
無停電電源装置用蓄電池が経年劣化によ
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、当該処理場の電気設備の設置
者で現場を熟知している者。

5号

20 学校教育課
中野平・高社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10月23日
令和2年11月1日～
令和3年10月31日

143,000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

21 学校教育課
平野小・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10月23日
令和2年11月1日～
令和3年10月31日

159,500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

22 学校教育課
日野・延徳・高丘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

森田ビジネス 令和2年12月4日
令和3年1月1日～
令和3年12月31日

79,200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

23 図書館 中野市立図書館セルフ貸出機購入
新型コロナウイルス対策のため市立図書館
にセルフ貸出機を導入する。

アネックス・インフォメーション
㈱長野支社

令和2年10月2日 令和2年11月30日 1,650,000円
現在の図書館システムの導入業者であり、
現システムとの連動が必要になるため。

２号
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