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特命随意契約締結状況（１月から３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 政策情報課
自治体中間サーバープラットフォーム更改業
務委託

現行自治体中間サーバプラットフォームの
機器及びソフトウェア等の保守期限到来に
伴い、地方公共団体情報システム機構（以
下「J-LIS」という。）が実施する、自治体中
間サーバプラットフォームのシステム更改に
対応するため、本庁内に設置された関連機
器の更改並びに設定作業を行う。

㈱電算 令和3年1月13日
令和3年1月13日～
令和3年3月26日

1,953,941円

自治体中間サーバプラットフォームについて
は、基幹系業務システムと連携しているシ
ステムであり、基幹系業務システムの管理
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

2 税務課
中野市和紙公図画像データ検索システム導
入業務委託

和紙公図画像データ検索システム導入業務
一式

国際航業㈱長野営業所 令和3年3月10日
令和3年3月11日～
令和3年5月31日

3,597,000円
令和２年度　中野市和紙公図電子データ化
業務委託の受託者であるため。

2号

3

新型コロナ
ウイルスワ
クチン接種

推進室

新型コロナウイルスワクチン接種券印刷封入
業務委託

新型コロナウイルスワクチン接種事業の実
施に伴い、65歳以上の市民に対し発行する
接種券の印刷、封入業務等を行う。

㈱電算 令和3年2月24日
令和3年2月24日～
令和3年3月31日

3,563,010円

接種券の発行は、住民基本台帳に記録され
ている者について行うため、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及び健康管
理システム業務受託者としたい。

2号

4

新型コロナ
ウイルスワ
クチン接種

推進室

新型コロナウイルスワクチン接種事業人材派
遣業務委託（単価契約）

新型コロナウイルスワクチン接種事業の実
施にあたり、市民からの問い合わせに対応
するためのコールセンター業務について、
人材派遣業務を委託する

㈱パソナ　パソナ・ナガノ 令和3年3月1日
令和3年3月1日～
令和3年3月31日

コールセンター業
務

1,936円/時間

コールセンター業
務(リーダー職)
2,013円/時間

①本事業の契約締結については、国から
「速やかに住民に対する接種を行う」「接種
のために必要な体制を、実際の接種より前
に着実に整備する」という目的を踏まえ、緊
急の必要により競争入札に付せず随意契
約できる旨が通知されている。
②当該者は、長野県総務事務課労働者派
遣業務の受託業者であるほか、複数の自治
体から業務を受託した実績を有していること
から、本件においても円滑かつ効率的な業
務の履行が期待できる。
③当該者は確実に人材を確保でき、業務を
早期に開始可能である。また、急病等によ
る欠員対応について、代替要員を探し派
遣、長期の場合は交代要員を探す等の対
応が可能な者である。

5号

5

新型コロナ
ウイルスワ
クチン接種

推進室

新型コロナウイルスワクチン接種予約管理シ
ステム使用

効率的な接種や感染拡大防止に努める必
要があることから、ワクチン接種は予約制と
し、市民の利便性の向上及び業務の効率
化を図るため、ブラウザ、LINE、電話（自動
音声応答、オペレーター）の複数の手段で
予約が可能で、かつ住民からの問い合わせ
に自動で対応するAIチャットボットを組み合
わせた新型コロナワクチンの接種に特化し
た予約管理システムを導入する。

㈱近畿日本ツーリスト関東　長
野支店

令和3年3月1日
令和3年3月1日～
令和3年3月31日

2,622,400円

予防接種法に基づく臨時接種として行う新
型コロナウイルスのワクチン接種は、国の
指示のもと、速やかに住民に対する接種に
必要な体制を接種前に着実に整備しなけれ
ばならないため、緊急の必要により競争入
札に付せず随意契約とする。導入する予約
管理システムの開発業者が指定する契約
代理店であり、また、長野市以北に営業所
があり、かつ予約管理システムのみの導入
が可能な業者であるため。（他の契約代理
店は、自社の提供サービスも併せて導入す
ることを条件としている。）

5号



2/4

特命随意契約締結状況（１月から３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
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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

6 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
代表取締役　高田均

令和3年1月22日
令和3年1月22日～
令和3年3月26日

715,000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

7
文化スポー
ツ振興課

中野市音楽親善アンバサダー　ラジオ番組収
録・配信業務委託

音楽親善アンバサダーによるラジオ特別番
組の収録及び放送

㈱コンテンツビジョン 令和3年3月4日
令和3年3月4日～
令和3年3月29日

825,000円
ラジオ番組の録音及び配信の実績があり、
県内の麻衣氏の出演番組を手掛けている
ため。

2号

8 商工観光課 中心市街地活性化施設緊急工事 飲食店用内装工事　一式 新栄工業㈱ 令和2年2月9日
令和3年2月9日～
令和3年3月19日

2,992,000円
開業予定までに至急改修工事を実施する
必要があり、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

9 農業振興課
令和２年７月豪雨緊急自然災害防止対策事
業
大俣地区地すべり対策工事

抑止杭　　Φ216ｍｍ　Ｌ＝7.0ｍ　ｎ＝16本
補助工法 　Φ15ｃｍ　Ｌ＝5.0ｍ　ｎ＝28本

㈱北信ボーリング 令和3年2月15日
令和3年2月15日～
令和3年9月30日

18,150,000円
地すべり箇所の調査解析業務において、
ボーリング調査を行った下請業者であり、現
場状況を熟知しているため

8号

10
上下水道課

（上水）
桜沢配水池配水流量計緊急修繕工事 超音波流量計変換器修繕 ㈲八木電機システム 令和3年1月7日

令和3年1月7日～
令和3年3月22日

1,331,000円
変換器が故障しており、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

11
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号
汚泥脱水機造粒汚泥流量計緊急修繕工事

流量計修繕　一式 ㈲志賀プラントサービス 令和3年1月13日
令和3年1月13日～
令和3年3月31日

3,014,000円

汚泥脱水業務の重要測定機器である２号
汚泥脱水機造粒汚泥流量計が故障により、
造粒汚泥量の把握ができず、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

12
上下水道課

（上水）
竹原第１水源取水ポンプ盤ほか緊急更新工
事

取水ポンプ盤更新 ㈲八木電機システム 令和3年1月21日
令和3年1月21日～
令和3年3月19日

3,938,000円
テレメーターが故障しており、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

13
上下水道課

（下水）
公共下水道事業管路施設　西江部26工区工
事

下水道管路布設工事　一式 中野設備㈱ 令和3年1月21日
令和3年1月21日～
令和3年3月19日

1,980,000円

３月に宅内建築工事に着手するため、２月
中に下水道管路布設工事を完了させる必
要があることから、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

14
上下水道課

（上水）
中野第１系統減圧弁緊急更新工事 減圧弁更新 甲信商事㈱ 令和3年1月22日

令和3年1月22日～
令和3年2月12日

4,510,000円
テレメーターが故障しており、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
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特命随意契約締結状況（１月から３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
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地方自治
法施行令
第167条の
2第1項中

の号

15
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
水施設平岡処理区ほか４か所最適整備構想
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たため、農山漁村
整備交付金により、統廃合予定処理区と今
年度業務委託契約中の長丘を除く５処理区
について、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3年1月22日
令和3年1月22日～
令和4年1月28日

7,777,000円

本市の農業集落排水施設の全体設計及び
統廃合基本計画策定業務の受託者であり、
市内、他処理区の最適整備構想策定業務
の実績がある。
また、本業務処理区の機能診断調査業務
受託者であり、業務に連続性があるため。

2号

16
上下水道課

（上水）
古牧東水源緊急改修工事

二重ケーシング工事　　一式
水中カメラ調査　一式

㈱マナテック 令和3年2月19日
令和3年2月19日～
令和3年3月22日

8,800,000円

水源が損傷しており、取水を早急に再開す
る必要があり、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

17
上下水道課

（下水）

特定環境保全公共下水道事業高丘処理区安
源寺第１マンホールポンプ場非常通報装置等
緊急修繕工事

非常通報装置等修繕　一式 ㈲志賀プラントサービス 令和3年3月15日
令和3年3月15日～
令和3年3月31日

1,342,000円

当該マンホールポンプ場は、高丘処理区の
主要幹線に位置し、流入量が多いポンプ場
であるため、監視制御設備を正常に保つ必
要性が高く、早急に非常通報装置の不具合
を修繕する必要があることから、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

18
上下水道課

（下水）

社会資本整備総合交付金事業　中野市中野
浄化管理センター再構築基本設計（ストックマ
ネジメント実施設計）業務委託

再構築実施設計業務　一式 日本下水道事業団 令和3年3月24日
令和3年3月24日～
令和4年3月31日

20,000,000円

日本下水道事業団は、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
で、多種にわたり高度な技術を要する下水
道事業の計画から維持管理までを官業代
行できる唯一の団体であり、本年度作成し
た中野市公共下水道ストックマネジメント計
画の計画策定業務を受注しているため。

2号

19
上下水道課

（下水）

社会資本整備総合交付金事業中野市中野浄
化管理センター耐震診断（静的非線形解析）
業務委託

静的非線形解析業務　一式 日本下水道事業団 令和3年3月24日
令和3年3月24日～
令和4年3月31日

24,620,000円

日本下水道事業団は、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
で、多種にわたり高度な技術を要する下水
道事業の計画から維持管理までを官業代
行できる唯一の団体であり、昨年度作成し
た中野市総合地震対策計画の計画策定業
務を受注しているため。

2号

20 学校教育課 中野市立小中学校校務用端末設定業務委託 中野市立小中学校校務用端末設定業務
富士電機ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱信越支
店中野営業所

令和3年1月15日
令和3年1月15日～
令和3年3月19日

6,247,714円

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、現在も導入端末
機器等の設定、運用、保守を行っている。他
者により設定作業を実施すると、ネットワー
ク構成等の把握に時間を要し非効率である
上、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

21 学校教育課 豊田小学校各教室可動棚設置工事 可動棚設置 中野土建㈱ 令和3年2月1日
令和3年2月1日～
令和3年3月31日

2,794,000円
豊田小学校及び豊田中学校整備工事の特
定建設工事共同企業体の代表者であるた
め。

2号

22
学校給食セ

ンター
ＩＨ式電気回転釜インバーター操作パネル交
換

ＩＨ電気回転釜ヒーター用インバーター・操
作パネル交換　一式

テクノ・フードシステム㈱ 令和3年2月18日
令和3年2月18日～
令和3年3月31日

1,738,000円
当該機械設備の設置・点検業者であり、迅
速な修繕ができるため。

5号
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地方自治
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の号

23
選挙管理委
員会事務局

参議院長野県選出議員補欠選挙 選挙時登
録業務委託（債務負担行為設定事業）

令和３年４月25日執行予定の参議院長野
県選出議員補欠選挙に伴い、選挙時の選
挙人名簿の調整、帳票の作成等を行う。

㈱電算 令和3年3月5日
令和3年3月5日～
令和3年5月14日

1,276,545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

24
選挙管理委
員会事務局

参議院長野県選出議員補欠選挙　ポスター
掲示場作製設置管理撤去業務委託（債務負
担行為設定事業）

令和３年４月25日執行予定の参議院長野
県選出議員補欠選挙において、公職選挙
法第144条の２第１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3年3月1日
令和3年3月1日～
令和3年5月14日

2,310,000円

市内175か所に設置する公職選挙法第144
条の２第１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
者であるため。

2号
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