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平成２９年１月２５日
柏市契約課

一者随意契約理由の公表

1

区分

件名

工事

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

契約の相手方を選定した理由

所在

柏市立柏第一小学校他２８校プール循環浄
学校施設課
化装置修繕

柏市立柏第一小学校他２８校のプール機械室内の循環浄化装置の修繕を行うもの
（柏第一小・柏第二小・柏第三小・柏第四小・柏第六小・光ヶ丘小・土小・富勢
小・田中小・土南部小・柏第七小・柏第八小・酒井根小・西原小・藤心小・中原
小・酒井根西小・増尾西小・富勢東小・豊小・旭東小・松葉第一小・松葉第二小・
富勢西小・十余二小・風早南部小・風早北部小・大津ヶ丘第一小・大津ヶ丘第二
小）

平成２７年度工事第５２号で，制限付き一般競争入札を行ったが応札金額が最低制
限価格を下回ったため不調という結果だった。本来であれば再度，制限付き一般競
争入札を行うべきところであるが，プール授業の開始時期が迫っており時間的余裕
が無いことから，応札金額が応札者の中で最低価格であった下記業者と，地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第６号により随意契約を締結したい。

千葉県市川市塩浜 菱冷環境エンジニ
総価
３丁目１２番地
アリング株式会社

現在，市内5箇所に設置している地下水汚染物質除去装置は，地下水の汚染物質を
除去し，地下水の浄化を図っているもので，平成6年度以後，順次オルガノ（株）に
より設置した。以来，本装置の保守点検及び修繕は製造会社のメンテナンス会社で
オルガノプラント
ある同社の高い技術力・専門性に支えられてきている。 また，本業務は同施設の 東京都文京区本郷
サービス株式会社 総価
現況を理解し，かつ，施設内の機器に精通したものでなければ，老朽化が著しい機 五丁目5番16号
関東事業所
器の修繕及び調整等は困難であると考えられる。 このため，本業務の意味や各機
器について専門的に精通するオルガノ（株）の機器メンテナンス会社である次のも
のと随意契約したい。

2

工事

大島田地区他１箇所の地下水汚染物質除去
環境政策課
装置修繕

市内5箇所に設置されている地下水汚染物質除去装置の内，保守・点検業者から
報告を受けて，修繕等の緊急性等を総合的に判断し，2箇所（大島田・塚崎地区）
について補修を実施するもの。大島田地区：中間ポンプ及び原水ポンプの機器の交
換塚 崎 地区：中間ポンプ及び原水ポンプの機器の交換

3

工事

リフレッシュプラザ柏加圧給水ポンプ修繕 公園管理課

リフレッシュプラザ柏の加圧給水ポンプは，株式会社荏原製作所の独自のポンプ
加圧給水ポンプ修繕：４基・PU-1受水槽加圧給水ポンプ整備・PU-2受水槽加圧給水 であり，修繕には専門性を伴うことや関連機器の整合性から，他の業者では修繕が
ポンプ整備・PHW-1貯湯槽加圧給水ポンプ整備・PHW-2貯湯槽加圧給水ポンプ整備
困難である。 このことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号によ
り，下記の業者と随意契約を締結したい。

舞台吊物機構設備修繕（ワイヤーロープ
等）

地域支援課

アミュゼ柏クリスタルホール舞台吊物機構設備のワイヤーロープ，駆動装置は老
朽化により劣化が著しく設備の信頼性低下して，ワイヤーロープの破断等落下のお
それがあり危険である。 吊物機構設備の改修が必要で，ワイヤーロープの交換，
駆動装置の消耗品交換を行うものです。

豊四季台団地都市計画道路用地柵設置工事 道路整備課

本工事は独立行政法人都市再生機構（以下ＵＲ。）が所有する都市計画道路用地
の維持管理を行なう為の安全施設を設置する工事である。 現在，豊四季台団地建
替え事業において，当該用地を除く一部の街区で民間事業者により，開発行為によ
り工事が進められている。 ＵＲが所有する都市計画道路予定地は「豊四季台団地
における都市計画道路予定地に関する覚書」第５条（別紙）に基づき，柏市の責任
と負担により維持管理を行なうこととなっていることから，安全に管理をするため
の柵を設置するもの。

柏市役所吸収冷温水発生機修繕
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5

6

工事

工事

工事

資産管理課

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

案件の概要

契約日

契
約
方
法

平成27
5,940,000 年5月18 ６号
日

平成27
2,991,600 年6月1
日

２号

東京都大田区羽田 株式会社 荏原製
総価
旭町１１番１号
作所 東京支社

平成27
2,700,000 年7月3
日

２号

クリスタルホール舞台吊物機構設備は舞台機構設備専門メーカーである三精テク
ノロジーズ株式会社が施工納入したもので，今回改修するワイヤーロープ，駆動装
置は既存バトンとの接続，取り合い等既存設備を施工した業者でなければその特殊
性から他社による施工は技術的に極めて困難であるため，他社での施工はできない
ものである。 また，現場作業においては，クリスタルホールは貸し出し中である
ため短期間に適正かつ円滑な施工を確保しなければならず，当該設備の本質的構造
を熟知し現場の状況等に精通している設置メーカーであり保守点検業者である三精
テクノロジーズ株式会社と随意契約をしたい。

東京都新宿区新宿 三精テクノロジー
４－３－１７ ダ ズ株式会社 東京 総価
ヴィンチ新宿ビル 支店

平成27
15,768,000 年7月8
日

２号

工事施工にあたり，ＵＲ所有地内の工事を施工している下記業者と契約すること
で，工期の短縮，経費の節減，安全かつ適切な施工が確保できることから，地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第６号により当該業者と随意契約を締結するも
の。

千葉市中央区新千 戸田建設株式会社
総価
葉一丁目４番３号 千葉支店

平成27
1,270,080 年7月27 ６号
日

本庁舎に設置されている吸収冷温水発生機は日立㈱製であり，そのメンテナンス
は全て㈱日立ビルメンテナンスが行っている。 これは，設置した設備に独自のシ
本庁舎に設置されている冷暖房設備の吸収冷温水発生機について，機能維持を図 ステムが取り入れられ，メンテナンスに特別な機器等が必要で，同社でなければ適
るため分解整備を行うもの。
正な状態が保てないからである。 今回の分解整備についても，同社の独自な機器
等が無ければ行うことができず，定期的な分解整備は設備の延命にも必要不可欠で
ある。

株式会社日立ビル
柏市柏四丁目８番
システム 東関東 総価
１号
支社

平成27
12,096,000 年8月21 ２号
日
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一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
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契
約
方
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案件の概要

東京都千代田区神
丸茂電機株式会社 総価
田須田町１－２４

平成27
1,684,800 年9月29 ２号
日

7

工事

舞台照明設備修繕

地域支援課

クリスタルホール舞台照明設備は舞台照明設備専門メーカーである丸茂電機株式
会社が施工納入したもので，当該設備は丸茂電機株式会社独自製品のため，今回修
アミュゼ柏クリスタルホール舞台照明設備は老朽化により劣化が著しく設備の信 理する設備もその特殊性から他社による施工は技術的に極めて困難であるため，他
頼性低下により，突然使用不可能になるおそれがあるため，劣化した部品の修理を 社での施工はできないものである。 また，現場作業においては，クリスタルホー
実施する。
ルは貸し出し中であるため短期間に適正かつ円滑な施工を確保しなければならず，
当該設備の本質的構造を熟知し現場の状況等に精通している設置メーカーであり保
守点検業者である丸茂電機株式会社と随意契約をしたい。

8

工事

北部近隣センター体育室照明交換工事

地域支援課

本件は，平成２７年１０月１日に入札を実施するも，最低設定価格を下回ったため
北部近隣センター体育室高天井照明を経年劣化に伴い，ＬＥＤ型照明に交換するも 不調となった。体育館は稼働率も高く，利用者へ事前に工事予定期間の周知も行っ
の
ており，期間中は貸出施設の使用を中止していることからも，期間中の工事実施が
望まれる。よって，今回最低金額を提示した業者と随意契約を実施したい。

柏市光ヶ丘二丁目 株式会社
２１番１８号
機商会

総価

平成27
4,989,600 年10月
27日

６号

柏駅西口エスカレーター他３箇所修繕

道路維持補
修室

当該修繕は，柏駅西口・東口，北柏駅南口に設置されているエスカレーターのス
柏駅西口エスカレーターＮo.１，２号
ステップ交換柏駅東口エスカレー
テップの取替え，及び，柏駅東口に設置されているエレベーターのかご敷居取替え
ターＮo.１，２号
ステップ等交換北柏駅南口エスカレーター
を行うものです。 当該エスカレーター及びエレベーターは㈱日立製であり，各々
ステップ等交換柏駅東口エレベーター
かご正面側敷居交換 の構造についてはメーカー間に共通性の無い固有なものであり，他社での施工も技
術的に極めて困難であるため，他社での施工ができないものです

株式会社日立ビル
千葉県柏市柏４丁
システム東関東支 総価
目８番１号
社

平成27
17,820,000 年11月
12日

２号

現在，市内5箇所に設置されている地下水汚染物質除去装置は，地下水の汚染物質
を除去し，地下水の浄化を図っているもので，平成6年以後，順次オルガノ㈱により
設置した。 以来，本装置の保守・点検及び修繕は，製造会社のメンテナンス会社
である同社の高い技術力・専門性に支えられている。 また，本業務は同施設の現
オルガノプラント
東京都文京区本郷
状を理解し，且つ，施設内の機器に精通したものでなければ，老朽化が著しい機器
サービス株式会社 総価
五丁目5番16号
の修繕や調整等は困難であると考えられる。 このため，本業務の意味や各機器に
関東事業所
ついて専門的に精通するオルガノ㈱の機器メンテナンス会社である次のものと随意
契約し，補修を行っところである。 しかし，今回の補修の際，新たに重大な補修
必要箇所が発見されたため，緊急修繕として随意契約したい。

平成27
1,836,000 年12月
15日

２号

下記業者は当該防災行政無線装置の設置工事及び保守点検の請負業者であり，装置
の構造を熟知していることはもとより，点検及び修繕等のメンテナスにおいても，
部品等の相互調達に速やかな対応が可能となるため，地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号の規定に基づき，下記の業者と随意契約を締結したい。

平成28
1,911,600 年2月19 ２号
日

9

工事

10 工事

大島田地区他１箇所の地下水汚染物質除去
環境政策課
装置緊急修繕

市内5箇所に設置されている地下水汚染物質除去装置の内，保守・点検業者から
報告を受け，修繕について緊急性等を総合的に判断し，2箇所（大島田，塚崎地
区）で中間ポンプ等の補修を行った。 しかし，補修後の試運転により新たに重大
な補修必要箇所が発見されたため，緊急修繕を行うもの。 大島田地区；充填塔内
の充填材の交換及び清掃（2室） 塚崎地区 ；重点塔内の充填材の交換及び清掃
（全室）

11 工事

柏市防災行政無線（デジタル移動系）移設
防災安全課
工事

本契約は，柏たなか病院の移転に伴い，柏市防災行政無線（デジタル移動系）移設
工事を実施するものです。柏市防災行政無線（デジタル移動系）は，災害時の情報
収集及び伝達の手段として整備しているものであり，有事に備え常に正常に稼動す
る必要があります。

2

コマ電

ＮＥＣネッツエス
千葉市美浜区中瀬
アイ株式会社千葉 総価
２－６－１
営業所

一者随意契約理由の公表

区分

12 測量

13 測量

14 測量

15 測量

16 測量

17 測量

件名

水産棟井戸水配管改修工事設計業務委託

大室東地区総合整備計画策定業務委託

H27.4.1-H28.3.31

ＪＲ跨線橋補修設計業務委託

柏駅南側自由通路橋他１橋点検業務委託

柏市下水道耐震指針改定業務委託

公設市場

市場内の井戸水配管は市場開設後から大規模な改修を行なっておらず，老朽化が
進行し，漏水が頻発していたため，平成２２年度に下記業者に「市場全体の井戸水
配管改修工事の基本設計業務」を委託し工事を検討したが，市場移転整備の方向性
が出ていたこと，また工事費が確保できなかったことから，全体改修を断念し，都
度の漏水に対処してきた。 しかし，移転ではなく現位置での再整備が決定したた
昭和４６年に竣工した水産棟に埋設されている井戸水配管が腐食しており，漏水が め，漏水事故が多発し営業に支障がある水産棟に限定し，本年度に設計委託及び改
頻発しているため，新設配管を敷設する工事の設計業務を委託する。
修工事の予算を確保した。 本業務を発注するに当り，水産棟には複数の店舗が営
業しており，既存配管が複雑に各店舗に敷設されているため，改修には難易度の高
い設計技量が要求される。 下記業者は既に基本設計を実施しており，店舗配置，
営業形態及び配管等の状況に精通しているため，新設配管の具体的な検討も迅速に
対応でき，また営業しながら工事を実施する難易度の高い改修計画の設計が，他業
者と比較してより高精度の設計が期待できる。

流山市向小金３－
有限会社
８５－３３－２０
備研究所
５

北部整備課

本業務は、過年度業務で実施した現状調査結果や概略事業検討結果、地区内地権
者の意向調査結果等を用い、今後実施する予定の大室東地区整備計画の具体化及び
市有地（約3.7ha)の土地活用方策を検討することを目的としている。 本業務の遂
行においては、地元地権者に不信感を与えないように、これまでの地権者との接触
本業務は、柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業から施行区域除外となった大
状況や地権者個々の意向・事情を熟知して業務に取り組むことが最も重要である。
室東地区について、市事業としてインフラ整備を進めるにあたっての基本的な整備
下記業者は、過年度業務における地元意向調査での個別訪問や複数回開催した地元
方針並びに計画的かつ効率的に整備を進めるための総合計画を策定するものであ
説明会を通じ、地権者との信頼関係を構築してきており、本業務において円滑な成
る。
果が確保できる。 更に当該地区の現状を十分に熟知していることや、地元調査か
らの膨大なＣＡＤや個別調査等の資料を作成してきており、同資料を他社よりも有
効に活用することができることから、事務の効率化による経費の節減が可能とな
る。

玉野総合コンサル
千葉市中央区新田
総価
タント株式会社
町２－６
千葉事務所

区域マスタープランとは，市都市計画マスタープランの上位計画に当たるもので
ある。区域マスタープランの内容を個別具体に表現したものが市都市計画マスター
プランであるため，市都市計画には重要な位置付けのある計画である。 区域マス
タープラン等の見直しは，都市計画法第２１条に基づき，５年に１度実施される手
続きであり，平成２６年度から平成２７年度の２ヵ年を通した法定手続きを進めて
いる。 昨年度，市が実施した委託により柏市都市計画に関する整備，開発及び保
全の方針，区域区分，都市再開発の方針の変更案を作成し，都市計画法に基づき県
に対して変更案の申し出を行っている。県では，これを基に県の変更案を作成し，
県庁内農林部や国等関係機関との協議等の各種手続きを実施するものである。この
手続きに際しての調整・追加調査・修正・資料作成・資料準備等は，市が協力して
実施することになっており，本委託は，この業務の委託を実施するものである。

法定手続きの対応であるため，内容はもとより，使用している文言・表現方法に
は意味があり，誤った認識での対応が，今後の都市計画に与える影響が大きくなる
可能性があるため，避けなければならない。また，本委託業務のうち，国等事前協
議図書については，県の指示等により，極めて短期間に対応しなければならないこ
とが多いため，内容の理解の浅いものが確認しながら対応すれば，国との協議等に
遅れを生じさせ，手続きの遅延に繋がる可能性がある。 このため，昨年度，本業
務委託を行い，本市の諸計画・諸事業及び方針の記述内容の意図を熟知し，本業務
に精通していることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により，
下記業者と随意契約したい。

千葉市中央区新千 株式会社 国際開
葉２－１－６ 第 発コンサルタンツ 総価
一石橋ビル
千葉事務所

平成27
972,000 年7月10 ２号
日

道路維持補
修室

本業務は，鉄道営業線内における橋梁の補修設計を行うものであり鉄道軌道に関
する東日本旅客鉄道株式会社独自の各種規定（近接工事施工マニュアル，営業線近
本業務は，平成２６年度に東日本旅客鉄道株式会社東京支社へ委託した橋梁定期
接工事保安関係標準示方書等）に精通していることと，東日本旅客鉄道株式会社と
点検の結果を基に，既点検結果の取りまとめ及び補修工事設計（鉄道営業線直上
の協議を円滑に進めることができる必要がある。 下記業者は，鉄道総合コンサル
部）を行うことを目的とする。 この際，適切な補修工法を選定し，効果的・効率
タントであり，本業務について豊富な知識と高度な技術力を有した技術者を保有し
的な機能回復あるいは長寿命化に向けた補修設計を行うものである。
ておりかつ上記橋梁定期点検業務の受託業者であり，現場の状況についても熟知し
ているため。

ジェイアール東日
東京都渋谷区代々
本コンサルタンツ 総価
木二丁目２番６号
株式会社

平成27
27,907,200 年7月22 ２号
日

道路維持補
修室

本業務は線路閉鎖時間内での限られた短い時間での作業となるため，１次点検
（遠望目視）で把握した損傷箇所及び損傷状況に対し，効率的に詳細点検を実施す
本業務は，ＪＲを跨ぐ柏駅南側自由通路橋及び第二流山街道跨線人道橋につい
る必要がある。 また，１次点検と同様に鉄道営業施設内に立ち入っての作業とな
て，平成２５年度に実施した１次点検（遠望目視）の結果を基に，損傷状況の詳細 ることから，施設内での作業工程を把握していることや鉄道事業者との点検に関わ
調査として，２次点検（近接目視・打音検査）を実施するもの。
る立会作業等を円滑に進める必要がある。 以上のことから，１次点検を行った業
者が本業務を継続的に実施することで，一体的かつ円滑な点検が実施できることか
ら，下記業者を選定したもの。

千葉県船橋市西船
㈱東和設計
４丁目３０－５

総価

平成27
4,804,920 年8月3
日

２号

下水道整備
課

本委託業務を実施するには、同指針の基本構成等を継承し、かつ連続性を図り、ま
た既往データベースの蓄積、過年度の改定経緯や整理方針の把握が必要となるた
め、過去に同指針の改定業務を行った実績が必要となる。（地方自治法施行令第１
本委託業務は、東日本大震災発生に伴い改定された「下水道施設の耐震対策指針と
株式会社エイト日
６７条の２第１項第２号）また，同指針の改定業務に携わった業者に委託させるこ 千葉市中央区本千
解説2014年版（日本下水道協会発行）」に併せて、平成２２年度に策定した「柏市
本技術開発 千葉 総価
とにより、既往データベースの利用が可能となり、経費削減と工期短縮が見込まれ 葉町１０番５号
下水道耐震指針H23.1（以下「同指針」）」について、見直しを行うものである。
事務所
る。（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号）上記の理由を基に，下記の
相手との随意契約を締結したい。なお、これに伴い業務委託費が約7百万円削減が可
能となる。

平成27
5,616,000 年8月7
日

２号

3

所在

商号(名称)

高木設

総価

契約日

契
約
方
法

案件の概要

区域マスタープラン等見直し業務委託（そ
都市計画課
の２）

契約の相手方を選定した理由

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

平成27
675,000 年4月30 ６号
日

平成27
7,236,000 年6月1
日

６号

一者随意契約理由の公表

区分

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

道路整備課

「北部循環道路」は，柏市の上位計画に位置づけており，議会や地元の要望が強い
路線である。 平成２５年度に行なった「北部循環道路整備基礎検討」， 平成２
６年度に行なった「北部循環道路基本検討」に続き， 本年度は「北部循環道路整
備基本方針」を過年度の成果を基に庁内若手職員によるワーキング等において，整
備に向けての理解を深め，情報の共有化を図りつつ，北部循環道路整備の基本方針
を検討するものである。

本業務を進めるにあたり、これまで北部地域において市街地整備事業の縮小や市
場の移転中止など土地利用の考え方も大きく変化していることから、整備基本方針
の検討にあっては，その経緯と特殊性，これまでの経緯や本市の施策体系，地域特
性，課題等に熟知しており，各施策との整合・連携を図る必要があり，その内容に
精通していることが求められる。 上記のとおり，本年度に行なう業務は，過年度
に実施した業務と一体性があることに加え，求める知識や必要となる技術の条件を
具備しており，過年度業務を実施した下記業者と随意契約を行なうことで円滑かつ
効果的に業務を遂行できる。

松戸市松戸１２７
６番地１ ファ
（株）シオ政策経
ミールスクエア松 営研究所 松戸支 総価
戸リーラコモンズ 店
１０１１

平成27
972,000 年9月10 ２号
日

柏ビレジ第一調整池ビオトープ復元検討委 下水道維持
託
管理課

本施設は，柏市大室先から花野井先に位置し，昭和５０年代に民間開発により造成
された多自然型の調整池である調整池は平成１０年に地元自治会より水質改善の要
望があり，地元の意見を取り入れながら平成１４年に調整池の一部に水質浄化を目
的とし揚水施設を有したビオトープを整備したが，整備後１０余年が経過し，ビオ
トープの景観・機能の状況も変化し，また，調整池の水質も悪化しているとして今
年度，再び地元自治会より状況改善について要望を受けたことから水質調査並びに
ビオトープ復元の検討を行うものである。

以下の業者は，平成１２年に「調整池浄化対策基本設計業務」，平成１４年に「調
整池浄化対策詳細設計委託」を受注しており，調整池及びビオトープの構造や仕組
み等に精通しており，整備当時の設計条件を加味した調査検討が可能である。ま
た，設計段階で地元自治会との意見調整を行っており，地元自治会の信頼もあるこ
とから調査検討業務の円滑な進捗が見込まれるため，地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号により随意契約を締結したい。

パシフィックコン
千葉県千葉市中央
サルタンツ株式会 総価
区新町１番地１７
社

平成27
3,153,600 年10月8 ２号
日

20 測量

平成２７年度柏市公共３級基準点設置測量
道路管理課
業務委託

柏市公共基準点は，平成１７～１８年度に国土交通省によって街区基準点が設置
され，平成１９年４月に管理移管を受けた。 また平成１４年度の測量法改正に伴
い，街区基準点(２級～４級基準点)の設置されなかった地域に柏市２級基準点を平
成１９年度～２１年度に整備し，東日本大震災による地殻変動により柏市において
も平成２４年度に国家基準点の改定に基づき，改測及び改算を行い国土地理院の承
認を得たところである。 街区基準点(２級～４級基準点)は，柏市内の約３５ｋ㎡
のみに設置され，市内残りの約８０ｋ㎡に２級基準点を設置したところであるが，
２級基準点は５００ｍ間隔での設置が基本であり，成果を利用した測量の距離が長
くなることから，時間及び費用がかかり，そのため利用に至らないことも多く，３
級基準点は２００ｍ間隔に設置されることから，測量の距離，時間及び費用の減少
につながり，利用が多く見込まれ道路台帳との整合性及び法務局等への登記申請な
どに今後必要不可欠となってくるものである。 基準点は，道路台帳図作成及び公
共測量，公共工事の基本となる成果であり，個人等の財産である土地の測量，分筆
等の登記申請に欠かせないものであるため，街区基準点同様の３級基準点整備・基
準点成果の公開・提供が急務となっている。

柏市の公共基準点については，世界測地系への変換以降，現在使用している道路
管理システムのソフトの著作権を保有することから，国際航業株式会社が２級並び
に３級基準点の整備，設置，街区基準点を含むデータの管理及び道路管理システム
窓口用パソコンへの成果の反映を行っている。本件についても，国際航業株式会社
へ委託することにより，新たな道路管理システム構築等の費用を要することなく，
３級基準点の設置，既設基準点成果及び道路台帳との整合性を図ることができるた
め。

千葉市美浜区中瀬 国際航業株式会社
総価
１丁目３番地
千葉支店

平成27
4,968,000 年10月
14日

２号

21 測量

高柳藤ヶ谷新田線雨水排水施設詳細設計業
道路整備課
務委託

平成28年度道路整備に合わせて雨水排水施設布設工事を行うが，近年布設箇所周辺
において新築家屋が建てられたこと，地盤が軟弱であることから本業務委託は周辺
環境に対応した家屋沈下等の損傷を避ける施工性・経済性の高い基礎工法の検討，
平成25年度に策定された下水道計画を反映した断面・設置位置の検討を行うもので
ある。

本委託業務の内容に関して，㈱八州が平成26年度「高柳藤ヶ谷新田線道路修正設
計」を受注し，当該整備事業に関する経緯，施工時における具体的な課題を熟知し
ている。また，当委託箇所は来年度施行予定箇所であることから緊急性を要する業
務である。以上の点から本委託業務において，効率性，経済性，実績を考慮した結
果，最適であると判断した。

千葉市花見川区幕
株式会社八州
張本郷二丁目８番
葉支社
９号

平成27
3,942,000 年11月
24日

６号

22 測量

水産棟既存躯体部調査業務委託

今年度，水産棟（鉄骨造）耐震診断業務委託を下記設計者が受注したが，耐震補強
工事の可能性について，既存躯体（柱脚部）の劣化状態を詳細に調査し，工事概算
額を算出する必要が発生した。また，同業務委託において作成した耐震補強計画案
及び改築案について，場内事業者に説明したところ，イメージが分かりやすい資料
（建築パース図）の提出を求められたため，作成する。

選定した設計者は今回の業務委託の基本となるデータを所有しているため，業務作
業に速やかに取り掛かることが可能であり，重複する作業がなくなること。かつ，
調査の重要性を明確に把握しているため，的確な現地調査が実施できること。以上
により同設計者に発注することで，精度の高い成果物が得られ，合理的であると考
えられる。

柏市みどり台３丁 （株）渡辺建設事
総価
目１３番３号
務所

19 測量

北部循環道路整備基本方針検討業務委託

公設市場

4

商号(名称)

千

総価

契約日

契
約
方
法

発注部署

18 測量

件名

H27.4.1-H28.3.31

平成28
1,220,400 年2月17 ６号
日

一者随意契約理由の公表

区分

23 委託

24 委託

25 委託

26 委託

27 委託

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

平成２７年度柏市ＩＣＴアドバイザ－業務
情報政策課
委託

平成２６年度は主に新規案件に係る標準仕様書作成のアドバイスを受けた。平成２
７年度は継続案件を中心に新規案件のアドバイスも求めることとなる。なお，平成
・新規電算案件発注時の標準仕様書等作成アドバイス・継続電算案件発注時の見積 ２７年度は継続案件中心にアドバイスを求めながら発注仕様書の作成に係る発注マ
書に係る精査時アドバイス・その他電算業務全般に係るアドバイス
ニュアルを完成させたい。よって，新規案件並びに継続案件についても案件数を更
に重ねたうえで，統一した論理構成で 発注マニュアルを完成させる必要がある。
よって平成２７年度も継続してアドバイスを受けるために同者を選定した。

東京都千代田区内
㈱中井ビジネスコ
総価
神田１丁目１１番
ンサルタント
１１号４階

平成27
5,637,600 年4月1
日

６号

各種行政事務電算委託

情報政策課

本件は，住民記録，税事務等の基幹系業務及びこれらとデータ連携した業務が中
心となっていることから，業者変更等によりデータ構造や外字文字などにおける連
携が欠如した場合，業務に支障が生じてしまう。 株式会社ディー・エス・ケイ
は，行政事務の電子計算機処理を専門に扱う第三セクターとして，システム開発，
保守，プログラム作成までを，複数市町村が共通利用できるかたちで一体的に行っ
住民記録，税事務を中心とした各種行政事務（オンライン処理，バッチ処理及びＯ ているため，システム運用の効率化とソフトウェア資源の共有による作業の効率化
Ａ処理）を委託する。
が期待できる。また，昭和４２年から本市の処理内容に応じた人員及び機器等のサ
ポート体制を確保して実績を残している。 以上のことから，柏市随意契約ガイド
ラインにおける「経験，知識を特に必要とする場合又は現場の状況等に精通した者
と契約するとき」及び地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の「その性質
又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当するため，株式会社
ディー・エス・ケイを契約相手に選定する。

柏市若柴字入谷津 （株）ディー・エ
総価
１番１９５
ス・ケイ

平成27
834,840,000 年4月1
日

２号

行政課

平成１３年７月の例規システム導入時からの本市の全例規データを持つ者と同一
であることが有利であること及び本市が文書ソフトに部分的に導入しているキング
ソフトライター（２０１３年のバージョン）と互換性のあることが不可欠であるこ
とから，株式会社ぎょうせいの提供する当該例規データベースシステムを利用して
例規データベースシステム（業務用及び本市のホームページにおける閲覧用）に
いる。 同システム内の例規データには，特殊な表示，検索及びリンク（データ相
おける本市の条例，規則等のデータ（以下「例規データ」という。）の更新及び当
互間の連結）機能が付されており，当該例規データの更新は，特殊な作業を要する
該更新後の例規データを記録したＣＤ－ＲＯＭ（本市の図書館での貸出用等）の作
ものであるため，同社以外の者が行うことが困難である。 また，同社は，平成１
成
３年度から平成２６年度までの間，本市の例規データベース更新業務委託を実施し
たため，最新の例規データを保有している。 そのため，最新の例規データを保有
する同社と本件例規データベース更新業務委託を締結する場合，例規データの取込
み等の経費の節減の見込みがある。

東京都江東区新木
株式会社ぎょうせ
単価
場一丁目１８番１
い
１号

平成27
11,232 年4月1
日

２号

人事課

【事業（研修）の目的】新規採用職員に対し，公務員（社会人）として必要とされ
る基本的な心構え，マナー，接遇の基本等を習得させ，職場への適応力を養うとと
もに，柏市職員になることについての自覚を促すことを目的とする。【研修（指
導）内容】①公務員・社会人としての心構え②ビジネスマナーの基本（言葉遣い，
身だしなみ，あいさつ等）③接遇応対の基本（来客応対，電話応対等）④新規採用
職員（１年目の職員）に求められること・自己課題への気付き⑤上司，先輩等との
コミュニケーション（職場の一員としての受け入れられるためのポイント）【対象
者】平成２７年４月１日付け新規採用職員【研修期間】１日半（７時間２０分＋３
時間２０分）

当該事業者については，平成２６年度の本件研修の実施に際して行った本件研修
に係る委託事業者の選定手続（複数の研修事業者に研修の企画（見積額を含む。以
下同じ。）を提案させ，当該企画の内容を比較検討した上で，最も優れている企画
を提案した研修事業者を契約の相手方として選定する手続）において，当該事業者
の提案した研修の企画を採用したことから，平成２６年度の本件研修業務の委託先
として決定したところである。 平成２７年度における本件研修は，平成２６年度
における実施内容と同一の内容で実施することを予定しており，当該研修の企画を
提案した当該事業者に実施させることが効率的であること及び平成２６年度におけ
る当該事業者の本件研修の実施状況は良好であり，研修受講者からも高い評価を受
けたことから，平成２７年度も引き続き当該事業者に本件研修の実施を委託するこ
とが本件研修の効果的な実施に資するものと思料されるため，地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第２号の規定により当該事業者と随意契約を締結したい。

東京都港区南青山
株式会社パトス
２－４－１７

総価

平成27
734,400 年4月1
日

２号

分庁舎１に設置されている昇降機の保守，点検を実施するもの。

昇降機のメンテナンスは，建築基準法に定める有資格者であれば，設置者でなく
ても行うことができるものである。 しかし，昇降機の運用は，安全で安心した状
態で行われることが大前提である。 分庁舎１の昇降機については，価格競争の観
点から競争入札を行ってきたが，結果として設置業社であるシンドラーエレベータ
㈱が継続してメンテナンスを実施している。 そのため，設置事業者以外のメンテ
ナンスが入っておらず，メーカーによる最適な状態が維持されている。 価格競争
による安価な整備業社が受注した場合，設置メーカーが持つ独自のシステムを使え
ないため，最適な状態が保てなくなり，安全上に重要な支障が生じて安心，安全な
運用が図られなくなるため。

シンドラーエレ
江東区越中島１－
ベータ株式会社
２－２１
東京支社

総価

平成27
699,840 年4月1
日

２号

例規データベース更新業務委託

職員研修事業委託（採用職員研修（１
部））

分庁舎１昇降機保守点検委託

資産管理課
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一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

商号(名称)

契約日

契
約
方
法

契約の相手方を選定した理由

所在

本庁舎，別館，分庁舎１，分庁舎２及び中央体育館管理棟に設置されている自動
扉（自動扉開閉装置）は，その全てがナブコシステム株式会社製である。 自動扉
のメンテナンスは，各メーカー独自の機器が必要となるため，製造メーカー以外で
は困難であり，かつ，故障時等の迅速で的確な対応を求めるためには，設備に精通
しているメーカーでなくては行えない。さらに，他社がメンテナンスを行った場
合，責任の所在があいまいになり，安全で安心な施設運営に重大な支障が生じるた
め。

松戸市中根長津町 ナブコシステム株
総価
８
式会社柏営業所

平成27
806,436 年4月1
日

２号

本庁舎地下２階に設置している２段式駐車装置は，東京いすゞ自動車・石川島播
磨重工業社製であり，その保守点検については，その関連事業者であるＩＨＩ運搬
機械㈱（旧社名：石川島運搬機械㈱）でのみ実施できる。 これは，駐車場機械に
ついては各社独自のシステムを持っているので，同業他社がメンテナンスをした場
合，安全性に著しい支障が生じるため。

東京都中央区明石 ＩＨＩ運搬機械株
総価
町８番１号
式会社

平成27
822,204 年4月1
日

２号

総価

平成27
1,283,040 年4月1
日

２号

28 委託

自動扉保守業務委託

資産管理課

29 委託

駐車場機械保守点検委託

資産管理課

本庁舎地下２階に設置している，機械式駐車場の保守点検を実施するもの。

資産管理課

機械警備委託は，警備機器の設置とその耐用年数等から５年の長期継続契約を行
うことができるとしているが，市が継続的に賃貸借している分室３は単年度更新で
柏市役所分庁舎１・２，分室１・２・３及び書庫棟の機械警備業務を実施するも あり，施設契約上，機械警備の長期継続契約ができない状況にある。さらに，機械
の。
警備の機器類について，直近の施設（分庁舎２）に設置したものはまだ２年しか経
過していないため，長期継続の期間にも満たないことから，警備機械の設置者であ
る現警備業者と契約するもの。

資産管理課

本庁舎に設置されている昇降機の保守，点検を行うもの。

昇降機は，安全かつ最適な状態で運用されることが前提となる。 本庁舎に設置
されている昇降機は，東芝エレベータ株式会社製であり，そのメンテナンスは設置
以来，東芝エレベータにより行われてきた。しかし，価格競争の必要性から，平成
24年度に同社以外の点検業者が請負った際，地震による緊急停止があったが，請負
者がシステムを把握しきれず復旧までに半日以上かかり，施設利用者に多大な負担
を強いたこと，さらに，不具合が生じた部品についても，早急な交換がなされず，
使用上問題ない箇所ではあったが，３ヶ月程度，その状態で運用するなど，重大な
支障が生じた。 これらは，製造業者であれば，地震復旧については長くて１～２
時間程度，部品交換についても早期の対応が可能になるなど，安定した施設運営が
図られるため。

千葉市中央区中央 東芝エレベータ株
総価
１－１１－１
式会社東関東支社

平成27
1,581,120 年4月1
日

２号

資産管理課

市役所本庁舎別館に設置されている昇降機２基の保守点検委託

別館は，福祉並びに子ども関係の業務を行う部署を配属していることから，この
エレベーターには，障害者等を含めた利用者に対して，２４時間監視を行うことが
可能な遠隔保守管理機能のシステムを設けている。このシステムは，エレベーター
で発生した不慮の事故等に迅速な対応が出来る機能で，施設設計当時から仕様とし
て定めていたものである。 このシステムは，既設エレベーターのメーカーである
フジテック㈱独自のものなので，同社以外の者に委託させた場合，点検や管理だけ
でなく，故障時の修繕も早期対応が難しく，安定した施設運用に著しい支障が生じ
るため。

フジテック株式会
千葉市中央区中央
社 首都圏統括本 総価
一丁目１１番１号
部 東関東支店

平成27
1,607,040 年4月1
日

２号

資産管理課

中央体育館は，指定管理者制度の導入により，平成２６年度から三幸株式会社が
建物の管理を行っており，そのうち警備業務についても，平成２７年度からは自ら
が行うこととなった。 中央体育館管理棟は，中央体育館と一体の建物で，駐車場
中央体育館管理棟の警備員による人的警備及び機械警備の業務を委託するもの。 及び駐輪場等も共同で使用しているため，人的警備や機械警備も一体として業務を
実施しなければ，包括的かつ緊急時の円滑な対応が図れず，さらに，警備について
他業者を導入すると費用増加が明らかであることから，当該事業者と一者随意契約
を締結したい。

千葉市美浜区中瀬
一丁目３番地 幕 三幸株式会社
張テクノガーデン 葉支店
Ｄ棟１１階

平成27
1,671,840 年4月1
日

２号

30 委託

31 委託

32 委託

33 委託

柏市役所分庁舎及び分室等警備業務委託

本庁舎昇降機保守点検委託

別館昇降機保守点検委託

中央体育館管理棟警備業務委託

市役所庁舎等に設置されている自動扉の保守，点検を行うもの。

6

東京都渋谷区神宮
セコム株式会社
前一丁目５番１号

千

総価

一者随意契約理由の公表

区分

34 委託

件名

H27.4.1-H28.3.31

本庁舎に設置されている冷温水発生機の保守点検を実施するもの。

日立製品のメンテナンスは，その全てを株式会社日立ビルシステムが一貫して
行っている。 冷温水発生機についても，当社独自のシステムがあり，特別な機器
が必要であるため，他社によるメンテナンスは不可能であること。さらには，本庁
舎設置の冷温水発生機は，設置以来，同社の点検実施しており，この装置の設備内
容等について十分精通しているため，故障時においても迅速で正確な対応が図られ
ているため。

株式会社日立ビル
柏市柏四丁目８番
システム 東関東 総価
１号
支社

平成27
1,882,440 年4月1
日

２号

中央体育館管理棟の清掃及び設備管理を行うための業務を委託するもの。

中央体育館は，指定管理者制度の導入により，平成２６年度から三幸株式会社が
建物管理を行っており，そのうち設備管理と清掃については，柏ビル管理株式会社
が行うこととなっている。 中央体育館管理棟は，中央体育館と一体の建物で，そ
の設備は体育館部分に設置されているため，中央体育館の請負事業者と同一でなけ
れば，中央体育館管理棟の設備を運用することができない。さらに，清掃について
も，一体的で計画的な清掃を行うためには，同一事業者とするのが合理的で，清掃
のみ他業者を導入すると費用増加が明らかであることから，当該事業者と一者随意
契約を締結したい。

柏市若葉町３番３ 柏ビル管理株式会
総価
号
社

平成27
5,421,600 年4月1
日

２号

「職員参集メール送信機能」は，柏市秘書広報課で導入している「柏市メール配
災害時の危機管理及び初動体制の強化を図ることを目的に，職員への動員連絡，
信業務委託」のオプション機能を用いたものである。 そのため，「職員参集メー
情報伝達及び安否確認を迅速に行うため，職員参集システムを導入している。この
ル送信機能」の構造を熟知している下記の者と契約を締結することにより，点検，
職員参集システムを保守管理するもの。
修繕等のメンテナンスにおいて，速やかな対応を受けることが可能となる。

大阪府大阪市西区
靭本町２-３-２な 株式会社 スマー
総価
にわ筋本町ＭＩＤ トバリュー
ビル４階

平成27
635,040 年4月1
日

２号

国税連携等のシステムを運用保守するｅＬ
市民税課
ＴＡＸベンダとの業務委託

株式会社 茨城計算センターは協議会の登録事業者として，平成２２年度以降，
当市からｅＬＴＡＸに関する業務委託を受け，平成２３年１月から，この国税連携
この運用保守委託は，一般社団法人地方税電子化協議会（以下「協議会」とい
等のシステム開発及び運用保守の業務委託契約を結んでいる。 国税連携等のシス
う）が運営する地方税ポータルセンタと連携して，所得税申告書等の電子的送受信 テムは，ＬＧＷＡＮ回線を利用することから，ｅＬＴＡＸベンダ内業務の開発・運
を可能とする国税連携等のシステムの開発・運用を円滑に行うためのものである。 用等は，同一のｅＬＴＡＸベンダが管理することが望ましい。また，下記の業者は
株式会社ディー・エス・ケイと税システムの開発を共同で実施しており，設備の利
用やセキュリティ対策において，運用経費を抑えることができる。

茨城県日立市森山 株式会社 茨城計
総価
町４丁目８番２号 算センター

平成27
1,015,200 年4月1
日

２号

ｅＬＴＡＸにおける審査システムを運用す
市民税課
るｅＬＴＡＸベンダとの業務委託

株式会社茨城計算センターは，従前より株式会社ディー・エス・ケイとの共同によ
りシステムの設計・開発を行い，システム開発に必要な設備（開発機器やテスト環
境）の共同利用をはじめ，システム運用面における維持管理を実施している。更
に，株式会社茨城計算センターは，一般社団法人地方税電子化協議会が制定した
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（ｅLＴＡ
「地方税ポータルシステムの利用規約」に基づく「ｅＬＴＡＸベンダ」として登録
Ｘ）と連携し，地方税における申告や申請・届出の手続きをインターネットにより され，「ｅＬＴＡＸサポート事業者」として株式会社ディー・エス・ケイを申請
可能とするため経由機関一般社団法人地方税電子化協議会との情報伝達に係るシス し，導入支援等のサービス事業者として実績を残している。引き続き同一業者によ
テム整備を行うため，地方税ポータルシステムにおける審査システムをｅLＴＡＸ る一元化処理を実施することで，ｅＬＴＡＸと個人住民税システムとの連携及び運
ベンダに業務委託するものです。
用面での円滑化を従前どおり図ることができるとともに，データ連携における障害
発生時の責任分担や原因究明等による業務の一時中断などの著しい支障が発生した
場合でも，遅滞なく迅速なる対応を図ることが期待できる。将来的な個人住民税シ
ステムの改修や保守管理等の運用面も考慮し，株式会社茨城計算センターへ業務委
託をするものである。

茨城県日立市森山 株式会社 茨城計
総価
町４丁目８番２号 算センター

平成27
2,527,200 年4月1
日

２号

35 委託

中央体育館管理棟清掃・設備管理業務委託 資産管理課

36 委託

柏市職員参集システム業務委託

37 委託

38 委託

防災安全課
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商号(名称)

契約日

契
約
方
法

所在

資産管理課

案件の概要

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約の相手方を選定した理由

冷温水発生機保守点検委託

発注部署

一者随意契約理由の公表

区分

39 委託

40 委託

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

地図情報システム（ＧＩＳ）ソフトウェア
資産税課
保守委託

固定資産情報を一元的に管理するため，「地図情報・固定資産業務支援システ
ム」の機器及びソフトウェアの賃貸借契約を，平成２４年４月１日に４年間の長期
本業務は，固定資産業務支援システム(以下「本システム」という。)がマニュア
継続契約で，国際航業株式会社と契約している。 よって，平成２７年度のソフト
ルどおりに作動する為の補修，取替えまたは訂正など，本システムを良好な状態に
ウェア保守について，引き続き「地図情報・固定資産業務支援システム」の契約業
保つため保守管理を行うことを目的とする。
者である下記業者と地方自治法第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき随意契
約を締結したい。

千葉県千葉市美浜
国際航業株式会社
総価
区中瀬１丁目３番
千葉支店
地

平成27
540,000 年4月1
日

２号

固定資産課税資料修正業務委託

固定資産課税資料修正業務（以下「本業務」という。）は，柏市における固定資
産税の課税客体の現況を適正かつ効率的に把握し，公平課税を行うために必要な基
礎資料を整備するとともに，今後の固定資産課税業務の円滑な運営及び事務の合理
化を図ることを目的とする。 本業務は，国際航業株式会社が開発した固定資産業
務支援システム内に格納されている適性課税に必要な大量のデータを整備し更新す
るものである。

本業務の契約の相手方を変えることは，データ形式の変換や動作確認などの新た
な作業や手間が必要となるばかりか，システム等の障害時には，業務遂行に多大な
影響を及ぼすとともに，市民サービスの低下を招くこととなり，平常時の安定運
用，障害の未然防止並びに障害発生時の迅速な復旧が要求されることから，ソフト
ウェア及びハード機器双方を熟知している同一業者とすることが望ましいと考え
る。 よって，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき，本
業務委託契約を下記業者と締結したい。

千葉県千葉市美浜
国際航業株式会社
総価
区中瀬１丁目３番
千葉支店
地

平成27
29,916,000 年4月1
日

２号

千葉県柏市若柴字 株式会社ディー・
総価
入谷津１番１９５ エス・ケイ

平成27
5,509,080 年4月1
日

２号

平成27
582,552 年4月1
日

２号

平成27
1,114,560 年4月1
日

２号

資産税課

41 委託

住民記録等入力業務委託（市民課・駅前） 市民課

１ 住民記録システム開発業者であり，システムに精通している。２ 電算化から
柏市では，昭和６１年１月から住民記録システムを電算化している。住民記録につ 現在まで，住民基本台帳法に基づいた正確な記録， 守秘義務が適正に保たれてい
き異動の届出があった場合等，その入力については，以前は職員が行っていたが， る。３ 入力作業からシステムの保守まで，業務の一貫性が保たれる。４ 入力作
業務の効率化等を考慮し，下記業者と随意契約し入力業務を委託するものである。 業中のシステム障害など，危機管理面において迅速な対応が可能である。５ 法改
正時のシステム変更及び入力変更について，迅速に対応できる。

42 委託

柏駅前行政
柏駅前行政サービスセンター警備業務委託 サービスセ
ンター

建物を管理している柏駅前第一商業協同組合より，一ヶ所だけ他業者に警備を委託
柏駅前行政サービスセンターの年間警備及び自動交付機一時対応業務を委託するも するようなことがあると，建物の警備に一貫性が保てず，安全管理上好ましくない
の。
ということから，同組合が契約を締結している警備業者と契約するよう指定があっ
たため。

株式会社 フル
千葉県船橋市葛飾
キャストアドバン 総価
町2－340
ス 東関東営業所

43 委託

健康増進システム保守管理委託

柏市国民健康保険特定健診及び特定保健指導事業，柏市７５歳以上の健診事業に使 平成２０年度から導入している「健康かるて」を使用するため，開発元の業者とシ
用する健康増進システムの保守について委託契約を結ぼうとするもの。
ステムの保守管理業務を委託契約するもので，技術的に当業者以外行えないため。

岡山市南区豊成二 株式会社
丁目７番１６号
ステムズ

保険年金課

8

両備シ

総価

一者随意契約理由の公表

区分

44 委託

45 委託

46 委託

件名

特定計量器定期検査業務委託

H27.4.1-H28.3.31

はいかい者探索システム事業委託

契約日

契
約
方
法

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

消費生活セ
ンター

計量法第１９条において，特定計量器のうち法令で定めるものを取引又は証明に
おける法定計量単位による計量に使用する者は，その特定計量器について，その事
業所の所在地を管轄する都道府県知事（その所在地が特定市町村の区域にある場合
にあっては，特定市町村の長（以下，「都道府県知事等」という。））が行う定期
検査を受けなければならないと規定している。 また，計量法第２０条で，都道府
県知事等は，その指定する者（以下，「指定定期検査機関」という。）に定期検査
業務の全部又は一部を行わせることとしたときは，当該検査業務の全部又は一部を
行わないものとすると規定している。 柏市では，平成２４年１０月１日に有限会
社中山計量事務所を指定定期検査機関とした。これにより，指定定期検査機関であ
る有限会社中山計量事務所に定期検査業務の全部を委託し，定期検査を実施するも
の。

柏市に代わり，特定計量器の定期検査業務を行うには，柏市の指定定期検査機関
になっていなければならず，指定定期検査機関となっているのは有限会社中山計量
事務所の一者であるため。 なお，指定定期検査機関の指定にあっては，平成２４
年に一般社団法人千葉県計量協会並びに近隣都県（東京都・埼玉県・茨城県）の計
量協会に，柏市の指定定期検査機関になる意向があるか確認したが，いずれの団体
からも現時点では困難である旨確認済である。 また，それ以降，これらの団体に
おける意向に対する変化はない。

東京都豊島区目白
有限会社中山計量
総価
一丁目４番１５－
事務所
２０３７号

平成27
4,968,000 年4月1
日

２号

当該業務委託は，平成２６年度に保険年金課で実施した「臨時福祉給付金」に係
る給付関連事務を請け負うこととするもので，国において給付金の支給継続が決定
されたことに伴い，平成２７年度は保健福祉総務課へ事務の所管を移した上で，昨
年度と同様の委託を行う。 委託項目は，当該給付金支給に係る電算業務及び支給
業務であり，以下のとおり。（１）コールセンター業務（２）申請書受付業務及び
データ入力作業（３）給付金システムの構築・改修及び運用支援業務（４）市民公
開用進捗状況データ作成業務（５）材料調達及び帳票出力・作成業務

当該委託の相手は，支給対象者への確実な給付及び国からの要請でもある必要経
費の効率的な執行のため，電算業務と申請受付業務を包括して受託できる事業者が
条件となる。 電算業務については，次の点から前年度に開発したシステムの活用
が効果的で開発元との契約が必須となる。①住民記録・税システムデータを取り扱
う業者であり，前年度に開発したシステムとの動作確認も図られているため，新た
な開発費が不要であること②前年度申請の照会に対して的確な対応実績があり，ま
た一連の事務に関して適正な技術と知識を有していることから，システムの改修や
新たな電算対応について確実に対応できること また，申請受付業務についても契
約の相手方は次の点において有利である。①前年度実績に基づき，人員配置や業務
の見直しが効率的に行えること。②コールセンター・受付業務について前年度の人
員を確保することで教育・研修部分について費用削減ができること 以上のことか
ら，双方の条件を満たす受託者は，平成２６年度の契約相手である「株式会社
ディー・エス・ケイ」のみとなる。

株式会社
千葉県柏市若柴字
ディー・エス・ケ 総価
入谷津１番１９５
イ

平成27
71,280,000 年4月1
日

２号

柏市臨時福祉給付金電算業務及び支給業務 保健福祉総
委託
務課

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

高齢者支援
課

はいかい者探索システムは，現在，ＰＨＳ方式でもメーカー機能方式別に分化して
きているが，通常，通報があった場合，位置検索をする単一機能システムのみに限
探索システムを利用して，はいかい行動のある者（はいかい者）を探し出し保護す 定されてしまうシステムが大半である。しかし，はいかい者を抱える家族にとって
ることにより，はいかい者の安全を確保するとともに，はいかい者を介護する家族 は，個々の状況・事情に合わせた利用方法が不可決である。この点で㈱エースにお
の負担を軽減する。
いては，位置検索をするだけではなく，家族や介護サービス事業者等の協力を基に
通報・保護を共に行っており，地域の見守りを加えて事業展開を図っている。この
ように他の事業者にはない優れた対応を行っているため。

埼玉県さいたま市
大宮区桜木町４－ 株式会社エース
５０

単価

平成27
842,140 年4月1
日

２号

東京都大田区山王
アズビルあんしん
１－３－５NTT
ケアサポート株式 単価
データ大森山王ビ
会社
ル

平成27
34,221,960 年4月1
日

２号

千葉県柏市末広町 富士ゼロックス千
単価
５－１９
葉株式会社

平成27
971,971.92 年4月1
日

２号

47 委託

緊急通報システム事業委託

高齢者支援
課

緊急通報システム事業は，一人暮らしの高齢者等にアズビルあんしんケアサポート
㈱の緊急通報電話を貸与・設置し，その機器を利用して緊急時等に同社（受信セン
ター）に通報するものであり，現在約７２０人が利用している。この事業を同社以
外の者と契約すると，全ての利用者に対し，機器の交換（既存の機器の撤去及び新
機器の設置等）が発生し，切り替え工事期間中における緊急時の不安など，独居の
対象者の自宅に緊急通報装置を設置し，２４時間体制で，緊急時の通報，相談を受 高齢者に対してはかなりの負担を要すると思われる。さらに，同社は緊急時，相談
診する。
時とも同一の受信センターで対応している。通報を受信すると，３名が１組のチー
ムとなって対応する。看護師の資格を持つ１人が話を聴いている間に，他の２人が
利用者台帳によりこれまでの状況を把握し，緊急時は協力員への駆けつけ依頼や消
防署への緊急車の出動を要請する。通報内容が，相談などの場合は，傾聴し，アド
バイス等を行う。必要があれば，センターからその後の状況確認も行う。このよう
に，緊急時，相談時ともに，他の事業者にはない優れた対応を行っているため。

48 委託

複合プリンタ保守点検等業務委託

高齢者支援
課

介護保険事務処理システムで使用する複合プリンタは，富士ゼロックス株式会社製 当該機種の保守点検及び消耗品等の供給は，富士ゼロックス千葉株式会社以外では
のDocuCentre－Ⅳ C7780である。
行っていないため。
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一者随意契約理由の公表

区分

49 委託

50 委託

51 委託

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

商号(名称)

契約日

契
約
方
法

柏市高齢者世話付住宅（シルバーハウジン 高齢者支援
グ）生活援助事業委託
課

当該事業は，市営住宅にうち高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対して生活援助
員を配置し，２４時間，生活指導，安否確認，相談，緊急時における連絡等のサー
ビスを提供している。業務上，相談や問い合わせ等に対して，話し相手になること
やアドバイスを行うことが多くなるため，高齢者との日頃の関わりや信頼関係が重
要であり，その関係に基づいてそれぞれ個々に対応していくことが不可欠であるこ
柏市営住宅のうち，高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）に居住する高齢者に
とから，業務の性質又は目的が競争入札に適さないものと考える。また，公益財団
対し，生活援助員を置いて生活指導，相談，安否確認等のサービスを提供する。
法人柏市医療公社は，この事業を実施している市営住宅に隣接した「北柏デイサー
ビスセンター」を運営しており，事業実施にあたり地域レベルで住まいと福祉の連
携が図れること，加えて，同公社は近隣に「介護老人保健施設はみんぐ」を運営し
ており，緊急時や夜間におけるサービス提供が２４時間体制で図ることができるた
め。

柏市布施１番地３ 公益財団法人
柏市立柏病院内
市医療公社

総価

平成27
3,845,281 年4月1
日

２号

緊急通報システム事業委託

障害福祉課

緊急通報システム事業は，一人暮らしの高齢者等にアズビルあんしんケアサポート
(株)の緊急通報電話を貸与・設置し，その機器を利用して緊急時等に同社(受信セン
ター)に通報するものであり，現在約７２０人（障害者及び高齢者支援課で管理して
いる６５歳以上を含む）が利用している。この事業を同社以外の者と契約すると，
全ての利用者に対し，機器の交換(既存の機器の撤去及び新機器の設置等)が発生
し，切り替え工事期間中における緊急時の不安など，独居の高齢者に対してはかな
対象者の自宅に緊急通報装置を設置し，２４時間体制で，緊急時の通報，相談を受
りの負担を要すると思われる。さらに，同社は緊急時，相談時とも同一の受信セン
診する。
ターで対応している。通報を受信すりと，３名が１組のチームとなって対応する。
看護師の資格を持つ１人が話を聞いている間に，他の２人が利用者台帳によりこれ
までの状況を把握し，緊急時は，協力員への駆けつけ依頼や消防署への緊急車の出
勤を要請する。通報内容が相談などの場合は，傾聴し，アドバイス等を行う。必要
があればセンターからその後の状況確認も行う。このように緊急時，相談時とも
に，他の事業者にはない優れた対応を行っているため。

東京都大田区山王
アズビルあんしん
１－３－５ＮＴＴ
ケアサポート株式 単価
データ大森山王ビ
会社
ル

平成27
427,680 年4月1
日

２号

障害福祉課

はいかい者探索システムは，現在，ＰＨＳ方式でもメーカー機能方式別に分化して
きているが，通常，通報があった場合，位置検索をする単一機能システムのみに限
探索システムを利用して，はいかい行動のある者（はいかい者）を探し出し保護す 定されてしまうシステムが大半である。しかし，はいかい者を抱える家族にとって
ることにより，はいかい者の安全を確保するとともに，はいかい者を介護する家族 は，個々の状況・事情に合わせた利用方法が不可欠である。この点で(株)エースに
の負担を軽減する。
おいては，位置検索をするだけではなく，家族や介護サービス事業者等の協力を基
に通報・保護を共に行っており，地域の見守りを加えて事業展開を図っている。こ
のように他の事業者にはない優れた対応を行っているため。

埼玉県さいたま市
大宮区桜木町４－ 株式会社エース
５０

単価

平成27
65,318 年4月1
日

２号

このエレベーターの保守等については，付帯しているリモートメンテナンスシステ
ムを正常に機能させる必要があり，製造元の保守管理会社である（株）日立ビルシ
株式会社 日立ビ
千葉県柏市柏四丁
ステムが保守点検を行うことで，最も安全に機能させることが可能となる。 な
ルシステム 東関 総価
目８番１号
お，同業者は市内に営業所と部品センターを設置しており，有事の際でも２４時間
東支社
対応体制が整っている。

平成27
667,440 年4月1
日

２号

平成27
2,527,200 年4月1
日

２号

はいかい者探索システム事業委託

52 委託

柏地域医療連携センター昇降機保守点検委 地域医療推
託
進室

53 委託

環境サービ
ス課

柏駅東口公衆トイレ清掃業務委託

柏地域医療連携センターのエレベーター１基が，常に安全で最良の運転状態を維
持するため，リモートメンテナンスシステムにより，常時遠隔監視及び診断を行う
とともに，計画的に技術員を派遣して，適切な点検とエレベーターの稼動データを
基に，設定した周期にしたがって機器の整備と修理を行う。 なお，このエレベー
ターは，常時運行状況を監視する遠隔監視システムだけではなく，以上の兆候を事
前に診断するリモートメンテナンスシステムを備えており，これは本件の対象であ
る日立製エレベーター独自のものである。

下水道施設の整備が進み，し尿汲み取り件数が減少傾向にあることから業務従事者
の業務量が圧迫されているため，下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業務の合理化
柏駅東口公衆トイレを常に清潔な状態に保つことを目的に，清掃業務委託を締結す に関する特別措置法の趣旨から，柏市においてし尿くみ取り業務を委託している下
るもの
記業者に対し，代替業務として柏駅東口公衆トイレ清掃業務を委託するものです。
よって，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により，下記業者と随意契
約を締結したい。
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柏

柏市大青田１６４ 柏市環境サービス
総価
９－１
協業組合

一者随意契約理由の公表

区分

54 委託

55 委託

56 委託

57 委託

58 委託

件名

し尿収集運搬業務委託（旧沼南Ｃ地区）

柏駅西口公衆トイレ清掃業務委託

し尿収集運搬業務委託（旧沼南Ｂ地区）

し尿収集運搬業務委託（旧沼南Ａ地区）

し尿収集運搬業務委託（旧柏地区）

H27.4.1-H28.3.31

契約日

契
約
方
法

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

環境サービ
ス課

・し尿収集運搬業務委託（旧沼南Ｃ地区（旧沼南町区域のうちＡ地区及びＢ地区を
除いたもの））・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び柏市廃棄物処理清掃条例
に基づき，一般家庭及び事業者等のし尿を収集し，運搬する。・本業務は「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律」（法第６条の２第１項）により市町村が市民の生活
環境の保全上支障が生じないうちに収集し，これを運搬し処分しなければならない
と規定され，市町村の責務として位置づけられている。一方，市町村以外の者に委
託（法第６条の２第２項）することもでき，基準も政令（法施行令第４条第１項）
で定められている。政令の委託基準の資格要件が「受託者が受託業務を遂行するに
足りる施設，人員及び財政的基礎を有し，かつ，受託しようとする業務の実施に関
し相当の経験を有する者であること。」とされていることから，本業務を委託する
にあたっては継続的かつ安定的に履行するため，法及び政令の規定を満たすことが
重要な要件である。

下記業者は旧沼南当該エリアにおいて，本業務を昭和５１年から委託で実施し，当
初から当該地域の事情に精通していることを考慮し，下記業者に業務委託すること
が最善であると考える。以上から，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により下記の者と随意契約したい。

柏市高柳１５６３
有限会社沼南清掃 総価
－２７

平成27
3,866,400 年4月1
日

２号

環境サービ
ス課

柏駅西口公衆トイレは，柏高島屋ステーションモールの建物内に位置し，その一
室を東武鉄道株式会社と貸室使用貸借契約を締結し，市が無償で借用しているもの
です。 管理費用については，市が負担することとなっていますが，管理について
柏駅西口公衆トイレを常に清潔な状態に保つことを目的に，清掃業務委託を締結す
は東神開発株式会社が高島屋ステーションモールの建物として総括的に行っていま
るもの
す。このため，公衆トイレの清掃のみを他社に委託することは困難です。 よって
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により，東神開発株式会社から建物
の清掃業務を請けている下記業者と随意契約を締結したい。

東京都墨田区押上 東武ビルマネジメ
総価
一丁目１番２号
ント株式会社

平成27
4,257,360 年4月1
日

２号

環境サービ
ス課

・し尿収集運搬業務委託（旧沼南Ｂ地区（旧沼南町区域のうちＡ地区及びＣ地区を
除いたもの））・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び柏市廃棄物処理清掃条例
に基づき，一般家庭及び事業者等のし尿を収集し，運搬する。・本業務は「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律」（法第６条の２第１項）により市町村が市民の生活
環境の保全上支障が生じないうちに収集し，これを運搬し処分しなければならない
と規定され，市町村の責務として位置づけられている。一方，市町村以外の者に委
託（法第６条の２第２項）することもでき，基準も政令（法施行令第４条第１項）
で定められている。政令の委託基準の資格要件が「受託者が受託業務を遂行するに
足りる施設，人員及び財政的基礎を有し，かつ，受託しようとする業務の実施に関
し相当の経験を有する者であること。」とされていることから，本業務を委託する
にあたっては継続的かつ安定的に履行するため，法及び政令の規定を満たすことが
重要な要件である。

下記業者は旧沼南当該エリアにおいて，本業務を昭和５１年から委託で実施し，当
初から当該地域の事情に精通していることを考慮し，下記業者に業務委託すること
が最善であると考える。以上から，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により下記の者と随意契約したい。

柏市藤ケ谷新田１ 有限会社大久保清
総価
７８７番地４５
掃

平成27
5,252,688 年4月1
日

２号

環境サービ
ス課

・し尿収集運搬業務委託（旧沼南Ａ地区（旧沼南町区域のうちＢ地区及びＣ地区を
除いたもの））・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び柏市廃棄物処理清掃条例
に基づき，一般家庭及び事業者等のし尿を収集し，運搬する。・本業務は「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律」（法第６条の２第１項）により市町村が市民の生活
環境の保全上支障が生じないうちに収集し，これを運搬し処分しなければならない
と規定され，市町村の責務として位置づけられている。一方，市町村以外の者に委
託（法第６条の２第２項）することもでき，基準も政令（法施行令第４条第１項）
で定められている。政令の委託基準の資格要件が「受託者が受託業務を遂行するに
足りる施設，人員及び財政的基礎を有し，かつ，受託しようとする業務の実施に関
し相当の経験を有する者であること。」とされていることから，本業務を委託する
にあたっては継続的かつ安定的に履行するため，法及び政令の規定を満たすことが
重要な要件である。

下記業者は旧沼南当該エリアにおいて，本業務を昭和５１年から委託で実施し，当
初から当該地域の事情に精通していることを考慮し，下記業者に業務委託すること
が最善であると考える。以上から，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により下記の者と随意契約したい。

柏市藤ケ谷新田１ 有限会社近藤清掃
総価
２６番地
社

平成27
13,944,960 年4月1
日

２号

環境サービ
ス課

・し尿収集運搬業務委託（旧柏市区域）・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び
柏市廃棄物処理清掃条例に基づき，一般家庭及び事業者等のし尿を収集し，運搬す
る。・本業務は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（法第６条の２第１項）に
より市町村が市民の生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し，これを運搬し
処分しなければならないと規定されており，市町村の責務として位置づけられてい
る。一方，市町村以外の者に委託（法第６条の２第２項）することもでき，その場
合の基準も政令（法施行令第４条第１項）で定められている。政令の委託基準の資
格要件が「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設，人員及び財政的基礎を有
し，かつ，受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であるこ
と。」とされていることから，し尿の収集運搬業務を委託するにあたっては継続的
かつ安定的に履行するため，法及び政令の規定を満たすことが重要な要件である。

・旧柏地区においては，平成２０年度から，それまでの直営から業務委託に変更し
た。その理由は，下水道の拡充や合併浄化槽の普及に伴い，し尿収集世帯が減少傾
向にあること，また現業職員の定年退職者不補充の方針により，直営での収集・運
搬業務の継続が困難な状況になるため，安定した収集・運搬業務の推進と経費削減
を図るためである。・業務委託を開始するにあたり，旧柏地区でし尿（仮設トイ
レ）及び浄化槽汚泥の収集・運搬を行っていた４業者に対し，委託の受け皿として
４業者で構成する協業組合設立を促し，「柏市環境サービス協業組合」が設立した
経緯がある。（現在も，旧柏地区にて，し尿（仮設トイレ）及び浄化槽汚泥の収
集・運搬の許可は，これら４業者のみである。）・以上により，専門事業体として
構成する柏市環境サービス協業組合に業務委託することが最善と考える。

柏市大青田１６４ 柏市環境サービス
総価
９番１
協業組合

平成27
54,054,000 年4月1
日

２号
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商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

一者随意契約理由の公表

区分

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

59 委託

廃乾電池・蛍光管処分委託

北部クリー
ンセンター

北部クリーンセンターにごみとして搬入された廃乾電池及び廃蛍光管等の水銀含有 廃乾電池及び廃蛍光管等の水銀含有物を適正に処理し，ほぼ１００％リサイクルす
物を適正に処分する。(処理量は，年間２８トン程度）
ることの出来る業者は国内唯一であるため。

東京都中央区日本
橋堀留町２丁目１
番３号（ヤマトイ 野村興産株式会社 単価
ンターナショナル
日本橋ビル）

60 委託

柏市清掃工場長期責任委託事業運営モニタ 北部クリー
リングの支援業務委託
ンセンター

清掃工場の管理・運営に関する長期責任委託事業について，契約書に基づき適正に
履行されているかを確認するために，清掃工場の性能維持や管理運営方法の基準と 長期責任委託事業を導入する際，柏市とのアドバイザー契約を締結しており，当該
なる要求水準書の進捗状況の確認，事業計画書及び履行報告書の内容確認，委託会 事業の実施方針の立案，要求水準書の作成，契約書などの書類作成から契約交渉ま
社の経営状況の分析，契約内容の疑義に関する処理の支援業務などを多角的に行う でおこなっており，本業務委託は，他の業者では不可能なため。
もの。

東京都品川区東五 株式会社
反田2丁目18番1号 合研究所

日本総

61 委託

柏市第二清掃工場運営管理委託事業運営モ 南部クリー
ニタリングの支援業務委託
ンセンター

第二清掃工場運営管理委託事業 運営モニタリングの支援業務（期間：平成１７年
４月から平成２７年度３月まで単年度毎契約）第二清掃工場の長期責任委託契約事
務の履行状況について監視（運営モニタリング）を行い，定常時の運営においる契
約管理支援業務及び，技術的な支援を行うと共に，トラブル発生時の技術評価支援
運営事業者が契約内容を遵守しているか，また，運営事業者の監視に必要な提出書
及び再発防止等の検討を行った。これと平行して，船戸清掃工場及び山高野浄化セ
類の内容確認，各資料の分析・作成などを行う業務。
ンターの運営効率化について検討を行った。これらの業務については，第二清掃工
場運営管理委託アドバイザリー業務に携わってきた「株式会社日本総合研究所」が
内容に精通しており，発注効果が最も大きいと判断した。以上のことから契約の性
質上競争入札に適さなく，下記の業者と随意契約をしたい。

東京都品川区東五 株式会社
反田２－１８－１ 合研究所

日本総

62 委託

柏市第二清掃工場草木等破砕業務委託

南部クリー
ンセンター

63 委託

産業廃棄物情報管理システム保守管理委託

産業廃棄物
対策課

64 委託

就労支援サイト「わくわくかしわ」管理運
商工振興課
営業務委託

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

件名

契約日

契
約
方
法

平成27
117,720 年4月1
日

２号

総価

平成27
1,512,000 年4月1
日

２号

総価

平成27
1,512,000 年4月1
日

２号

１．施設運用に慣れていること
焼却施設に設置する機器運用の経験がある。
柏市南部クリーンセンターに搬入された草木等を，プラットホームに設置した二軸
２．安全対策に精通していること 破砕機設置場所がプラットホーム内になるた
破砕機にて破砕し，ベルトコンベヤにて併設したストックヤードに一時貯留する。
め、破砕機運転と収集車、民間搬入車等の取り合いにかかわる安全を熟知してい
その後ホイルローダーにて破砕した草木等を１０ｔアームロール車などに積載す
る。
３．施設の労務管理と破砕機運転の労務管理が一元的にできること
る。
４．焼却施設の搬入導線を理解していること

東京都品川区南大
日立造船株式会社
総価
井６丁目２６番３
東京本社
号

平成27
38,880,000 年4月1
日

２号

産業廃棄物処理業等に係る許認可に関する情報及び事業者等に対する指導状況等
選定した業者は，当該システムを開発した業者であり，当該システムに関する情
の記録保存並びにそれらの情報検索，加工等を行なうシステムである。 本委託
報やノウハウを持っており適切な対応が出来る。 特に障害が発生した場合，当該
は，システムの正常な稼動を確保し，必要に応じて行なう軽微なソフトウェアの変
システムを開発した業者のノウハウが無ければ，対応が困難になる。
更により，常に最適化されたシステム環境を維持する業務である。

千葉県千葉市中央
株式会社
区港町１２番２１
シックス
号

総価

平成27
1,905,120 年4月1
日

２号

当事業者は本システムの開発から携わり，継続して環境構築をしてきた経緯より
システムの内容に精通しており，当該環境を他の事業者が運営するのは新たな構築
を含む別途経費が必要となる。また，本システムは稼動開始から随時改良を重ねて
おり，今後も様々な改良を行うにあたっては内容に精通するものが引き続き管理・
運営にあたることが最適である。 また，本システムは松戸市が当該事業者に委託
して管理運営を行っている松戸市の就労支援サイトと連携して，データの相互参照
による情報提供を行っている。これにより近隣市との相互連携，協力体制を作り上
げる役割を有しており，そのためには同一サーバーによるデータベースの管理が絶
対条件で，他事業者に委託した場合はこのサービスは不可能となる。

柏市若柴２２７－
６ 柏の葉キャン
パス１４７街区
㈱エスタ
アネックス２０１
号

総価

平成27
736,560 年4月1
日

２号

就労機会の創出として求職・求人活動を推進するため，求人情報および就労に関
する情報をインターネット上に紹介するシステムで，求人データ，閲覧が中心と
なった就労支援サイトの運営，管理。求人する事業者がサイトに登録したうえで随
時求人情報を掲載し，求職者が自由に検索・閲覧して就職活動を行うもの。 本シ
ステムはデータが動的であるため，占有サーバーによる太く安定した通信バック
ボーン管理の下，セキュリティも含めて保守・管理する必要がある。
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プラム

一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

商工振興課

当事業は，学校卒業後あるいは離職後無職であるニートやひきこもりの若者の職
業的自立に向けた支援を行うもので，利用者の状況に応じて個別的かつ継続性な専
門性の高い支援が求められる。またその事業の性質から，国の若者地域サポートス
テーション事業と連携して包括的な支援を実施することで高い効果が発揮できるも
学校卒業後あるいは離職後無職の状態にあって就労等自身の将来に向けた取組み
のである。あわせて利用者の個人情報の適正な取り扱いといった事業展開を鑑みた
の意欲がある１５歳から３９歳までの若者およびその家族を対象に，国の地域若者
結果，国事業と同一の事業者が実施する必要性がある。 当事業者は，平成２１年
サポートステーション事業と連携し，個別相談，キャリア開発プログラムなどの事
度から国の地域若者サポートステーション事業を受諾し実績を伸ばし，毎年多くの
業を展開して，就労への支援をおこなうもの。
若者を就労に導いている。加えて前述のような事業の専門性，継続性から鑑み，国
事業を受諾する当事業者が実施するのが最適である。また，当事業者は松戸市の同
様の事業を受諾しており，今後東葛地域における相互連携協力体制を作り上げてい
くことが期待されるものである。

特定非営利活動法
柏市柏３－１－９
人 キャリアデザ 総価
丹羽ビル３０５
イン研究所

平成27
1,798,200 年4月1
日

２号

千葉県において造設された基金事業である緊急雇用創出事業を活用した，学校卒
業あるいは離職後無職であるニート・ひきこもりの状態で，就労に意欲のある１５
歳から３９歳までの若者を対象にした就労支援事業。
国の地域若者サポートス
テーション事業，柏市若年者職業的自立支援事業と連携し，それまで足りなかった
作業体験や就労のための基礎学力の修得，就労意欲の向上を目的とした軽作業や体
験就労，また出口対策として就労先の開拓をおこなうもの。

当事業は，国の地域若者サポートステーション事業および柏市若年者職業的自立
支援事業の利用者に対し，これらの事業におけるプログラムから継続して実施し，
３事業で包括的に支援していく事業である。また，事業の特性，個人情報の適正な
管理からも前述事業と同一の事業者が実施する必要があり，これらを受諾する下記
事業者を選定するものである。

特定非営利活動法
柏市柏３－１－９
人 キャリアデザ 総価
丹羽ビル３０５
イン研究所

平成27
12,514,076 年4月1
日

２号

市場内設備管理業務は，施設や店舗また受変電所等の電気設備の維持管理や廃水
浄化処理施設の維持管理，床洗浄やトイレ使用水に用いる井戸水の水質管理が主な
ものであるが，業務運営に支障をきたす緊急事態にも迅速対応が必要となる。 管
理技術者の要件としては，各管理項目に応じた資格はもとより，緊急場合の補修・
修理等の実務経験や対応力が重要となる。

この委託については過去，最低価格を提示した他業者が契約前になって「指定され
た専門技術者が市場内に配置出来ない」との理由から契約辞退した経緯がありま
す。平成22年度はプロポーザル方式，平成23･24年度は一者随意契約，平成25年度は
プロポーザル方式，平成26年度は一者随意契約により当該業者と契約を締結してい
ます。 当該業者の業務履行は良好であり，勤務時間外の緊急事態発生時において
千葉県千葉市中央 株式会社 西原環
も，各場内事業者の営業に支障が生じないように早期復旧等の対応を図っており，
総価
区中央三丁目３番 境 首都圏支店
各場内事業者からの信頼も得ている。 また，通常業務のみならず緊急対応時でも本
８号
千葉営業所
業務に速やかに対応できる取組みと他の社員の指導育成，請負者として自主基準の
制定とその数値を目標とした施設維持管理への取組みなど，本業務に対する強い責
任感と積極的な取組みが見られます。
このようなことから，円滑で効率の良い管
理等が期待でき，勤務時間内外における迅速な緊急対応を可能とする業者は，当該
業者が適切と考える。

平成27
44,820,000 年4月1
日

６号

本件契約の保守管理の対象である道路管理システムを構成するソフトウェアは，
本市の業務に沿うように，下記契約の相手方である国際航業株式会社が開発したも
のであり，同会社が当該ソフトウェアの著作権を有する。 そのため，同ソフト
ウェアの内容等を熟知しており，かつ，同システムの保守管理の実績がある下記の
契約の相手方である国際航業株式会社と契約することが，同システムの円滑な稼働
環境を保持することにより，同システムを活用した本市の業務の円滑な運営を確保
するためには，必要不可欠である。 また，本件契約の保守管理の対象である道路
管理システムを構成するハードウェアはは，従来から下記の契約の相手方である国
際航業株式会社から賃借してきたものであり，同ハードウェアの取扱い方法を熟知
している下記契約の相手方である国際航業株式会社と契約することが，同システム
の円滑な稼働環境を保持し，同システムを活用した本市の業務の円滑な運営の確保
及び経費の節減を図ることに資する。

平成27
1,296,000 年4月1
日

２号

平成27
658,800 年4月1
日

２号

柏市若年者職業的自立支援事業委託

66 委託

若年者中間的就労支援作業トレーニング事
商工振興課
業委託

67 委託

公設市場設備管理等業務委託

公設市場

68 委託

平成２７年度道路管理システム機器保守管
道路管理課
理委託

本件契約の保守管理の対象である道路管理システムは，柏市共用空間データ（デ
ジタル都市計画図，道路図形データ，航空写真画像等）を背景画に，位置的情報
（占用申請箇所，工事箇所，設置箇所，道路台帳図，境界査定箇所等）と文字情報
（申請書，許可書，承認書，道路台帳調書，境界査定情報等）とが体系的に管理さ
れたものであり，当該システムの活用により，職員が当該情報の保存及び検索を容
易に行うことが可能となるほか，来客者に対しても円滑に当該情報の提供を行うこ
とを可能とするものである。 本件契約は，上記道路管理システムの円滑な利用が
継続的に可能となるように，当該システムを構成するソフトウェア及びハードウェ
アの保守管理を委託することを内容とするものである。

69 委託

公共下水道整備計画策定支援システム保守 下水道整備
委託
課

この公共下水道整備計画策定支援システムは，柏市独自のものであることから，シ
ステム開発者である株式会社東京設計事務所以外には業務を行うことが困難であ
本業務は，柏市公共下水道整備計画策定支援システムを構成するソフトウェアを良
り，他の業者と契約すると業務に著しい支障を生じる恐れがある。よって，本業務
好な状態に保つとともに，基本データの更新及び業務のサポートを実施するもの。
を円滑、効率的に実施するためには下記事業者に委託することが最適と考えられ
る。
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所在

商号(名称)

千葉県千葉市美浜
国際航業株式会社
総価
区中瀬１丁目３番
千葉支店
地

株式会社
千葉県柏市亀甲台
計事務所
町一丁目６番２号
事務所

東京設
東葛飾 総価

契約日

契
約
方
法

案件の概要

65 委託

契約の相手方を選定した理由

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

一者随意契約理由の公表

区分

70 委託

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

Ｈ２７下水道施設関連事故に係る現場確認 下水道維持
等業務委託
管理課

案件の概要

昼の対応・・・１５回（想定）
・現場確認，報告書作成 ４５ｈ
夜間の対応・・・１５回（想定）
・現場確認，報告書作成 ４５ｈ

・ライトバン運転

１５ｈ

・ライトバン運転

１５ｈ

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

契約の相手方を選定した理由

所在

本件は，下水道施設に関連する事故に対し，早急に現場を確認することで，被害
の拡大や二次災害の発生を防ぐことを目的としている。 業務の性質として，下水
道施設に関する知識があること，３６５日２４時間対応可能であること，また，早
急に現場に到着できることが条件になる。 下記業者は以上の条件を満たしてお
り，特に，柏市内に４７箇所の拠点を有していることで，短時間で現場へ到着する
ことが可能となる。

柏市十余二２５４
柏市管工事（協） 単価
番地５１８

平成27
845,640 年4月1
日

２号

平成27
2,008,800 年4月1
日

２号

71 委託

Ｈ２７柏市下水道台帳管理システム（ＧＩ 下水道維持
Ｓ）保守業務委託
管理課

本業務委託は，現在導入している柏市下水道台帳管理システム(ＧＩＳ)の保守業務
を行うもの。当システムは柏市独日のものであることから，下記システム開発者以
本業務委託は，下水道維持管理課で運用している下水道台帳管理システム(ＧＩＳ)
外には業務を行うことが困難であり，他の業者と契約すると業務に著しい支障を生
の保守業務を委託するものです。ＧＩＳソフトウェア等保守
じる恐れがある為，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により，
本業務委託を下記業者と締結したい。

千葉県千葉市美浜
国際航業株式会社
総価
区中瀬１丁目３番
千葉支店
地

72 委託

固定資産調査・台帳作成委託

下水道経営
課

・平成２６年度に建設改良費で取得した固定資産及び，開発行為等で帰属を受けた 柏市公営企業会計移行業務委託においてＨ２５までの固定資産の調査・評価を行っ
固定資産について調査，評価を行う。 ・調査結果について，固定資産システム台 ており，固定資産台帳システム構築者であることから，当業務内容を熟知してお
帳に入力する。
り，限られた期間内に履行可能な下記業者と随意契約を締結したい。

千葉市美浜区中瀬 国際航業（株）
１丁目３番地
千葉支店

総価

平成27
982,800 年4月1
日

２号

土地の公図，地形図等の地図情報を基に，一筆ごとの所有者，地積，地目のほ
か，受益者負担金の賦課年度・徴収猶予の状況，賦課予定の最新データを表示でき
るよう加工するものであり，次のような利便性の向上が図れる。 (1) 対象地の土
地（筆）をテキストファイルで抽出でき，そのデータを下水道受益者負担金システ
ムに投入することで，受益者負担金申告書作成業務が容易になる。 (2) 該当する
土地（筆）の受益者負担金が「賦課済みであるか，否か」瞬時に確認できる (3)
該当する土地（筆）の受益者負担金が賦課済みである場合，その賦課年度を瞬時に
確認できる。 (4) レイヤーの表示の簡単な操作によって，受益者負担金の徴収猶
予地の確認ができる。

千葉市美浜区中瀬 国際航業（株）
１丁目３番地
千葉支店

総価

平成27
1,274,400 年4月1
日

２号

柏市若柴字入谷津 （株）ディー・エ
総価
１番１９５
ス・ケイ

平成27
1,576,800 年4月1
日

２号

73 委託

74 委託

電算処理業務委託（下水道負担金システム 下水道経営
ＧＩＳ系）
課

電算業務委託（下水道事業）

下水道経営
課

下水道負担金システム（ＧＩＳ系）のデータ作成は，平成１２年度から国際航業
(株)においてデータ更新中であり，このデータ内部の構造等を同社が十分承知して
いる。 このシステム作成を他の業者が実施する場合は，データの引継ぎ，変換等
の費用が余分にかかることになり，また，短期間でのシステムの立ち上げが困難に
なると思われるため。

今回契約を予定している電算処理業務は，住民記録，税事務等の基幹系業務と
データ連携した業務が中心となっていることから，データ構造や外字文字などにお
いて連携を保つ必要があり，同一業者に委託することが望ましい。また，上記以外
下水道受益者負担金の賦課処理，消込処理，猶予台帳作成，負担金猶予筆一覧表
の業務についても，業務に沿ったシステムのカスタマイズを行うことで業務効率の
作成，過年度分催告書作成，資産税土地照合処理，自衛隊区域の居住者集計処理，
向上や，法改正等に対応してきた経緯がある。 本件について，仮に委託業者を変
住民記録オンライン業務処理を行う。
更した場合には，システムを当初から構築しなければならず，また，現在取り扱っ
ているデータを新たな環境で使用するためのデータ変換作業等に，相当な時間と多
額の経費が必要となることが予想される。
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一者随意契約理由の公表

区分

75 委託

76 委託

77 委託

78 委託

79 委託

80 委託

件名

柏駅南側自由通路昇降機保守点検業務委託

交通安全施設台帳管理システム保守等委託

南柏駅東口前広場上空通路等清掃業務委託

柏たなか駅昇降機管理業務委託

北柏駅昇降機管理業務委託

柏駅西口昇降機監視業務委託

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

斜行型階段昇降機の保守点検業務。点検時，細部水拭き清掃。

柏駅南口自由通路階段部分に設置している車椅子用斜行型階段昇降機は，日本車
輌製造株式会社が，設置した特殊な機種であり，平成２０年度まで保守点検を同社
に委託していました。 ところが，同社から平成２０年７月８日付け文書におい
て，｢平成２１年度より部品の供給は行うが保守点検業務から撤退し，千葉県内の保
守点検業務を東洋エレベータ株式会社が行う。」旨通知がありました。当該昇降機 千葉県松戸市新松 東洋エレベータ工
総価
は設置台数僅か，かつ，特殊構造の輸入品であり，一般の昇降機保守管理業者では 戸５－１６１
業株式会社
対応することが困難であります。
ついては，唯一の後継保守管理業者として日
本車輌製造株式会社と覚書を交わしていて，製品の構造及び機能を熟知している下
記業者に業務の委託をすることが，作業の信頼性及び事故発生時の迅速な対応等を
図る上で最良の方法であります。

平成27
502,200 年4月1
日

２号

交通安全施設台帳管理システムの保守及び改修

交通安全施設台帳管理システムは，住宅地図を背景図に，道路照明灯・カーブミ
ラー等の位置的情報・管理状況・現況写真等を管理し，パソコンによる業務効率の
向上を目的とした地図情報サービスです。 本システムは，アクリーグ株式会社の
既存GISパッケージを基に柏市の業務内容に適合した設定変更を重ねており，柏市独
自の仕様になっております。本システムの管理については，不具合が発生すると業
千葉市花見川区幕 アクリーグ株式会
総価
務に著しく影響を及ぼします。また，万が一不具合が発生したときの復旧対応の迅
張本郷５－７－２ 社 千葉営業所
速性・正確性が最も重要な要件となります。このような状況を起こさないために
は，ソフトウェアの開発に携わり著作権を有する業者に管理委託することにより，
確実性や正確性が確保できます。 したがって，本システムの保守及び改修作業に
ついては，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，上記条件に合
致しているアクリーグ株式会社と随意契約を締結したい。

平成27
626,400 年4月1
日

２号

南柏駅東口上空通路及び乗降施設の清掃業務。

南柏駅上空通路は，駅利用者の利便性向上の観点から機能の一環として，ＪＲ南
柏駅と隣接商業施設（フィールズビル）を連結しています。 この隣接商業施設
は，敷地内の清掃を含む管理業務ををマミーサービス㈱に委託して，恒常的な衛
生・美観保持を講じています。 このことから，本市が管理する南柏上空通路など
においても，この業者に日常の清掃業務を委託することで，本業務の主目的である
南柏駅周辺の一体的な衛生・美観保持が図られることに加え，本市管理区域内での
舗装剥離や乗降施設の不具合など不慮の事故の起因となる情報が迅速に報告され，
事故の未然防止にも効果が期待される。

埼玉県さいたま市
北区宮原町２丁目 マミーサービス㈱ 総価
４４番１号

平成27
2,401,920 年4月1
日

２号

道路維持補
修室

柏たなか駅に設置されたエレベーターの保守点検。監視業務。清掃業務。

柏たなか駅昇降機の管理には，清掃業務のほか，エレベーターの保守点検業務に
加えて施設の運行状 況等の２４時間体制の監視業務が必要です。 本委託業務遂行
に係る条件に対して，下記業者は２４時間監視可能な管制センターを埼玉県春日部
東京都墨田区押上 東武ビルマネジメ
総価
市内に有しており，同センター内に設置されたテレビモニター監視員と柏市内の管
一丁目１番２号
ント株式会社
理物件を巡回する同社のサービスカーとの連携により，故障時等に迅速に対応する
ことが可能です。 また，下記業者は，各種取得免許に基づき清掃業務、監視業務
及び保守点検業務を一体として遂行していくことが唯一可能な業者であります。

平成27
2,943,000 年4月1
日

２号

道路維持補
修室

北柏駅昇降機の管理には，清掃業務のほか，エレベーター，エスカレーターの保
守点検業務に加えて，施設の運行状況等の２４時間体制の監視業務が必要です。
下記業者は監視カメラを設置し２４時間監視可能な管制センターを埼玉県春日部市
北柏駅に設置されたエレベーター，エスカレーターの点検業務。監視業務。清掃業 内に有しており，同センター内に設置されたテレビモニター監視員と柏市内の管理
務。
物件を巡回する同社のサービスカーとの連携により，故障時等に迅速に対応するこ
とが可能です。 以上のことから，下記業者は，各種取得免許に基づき清掃業務，
監視業務及び保守点検業務を一体として遂行していくことが唯一可能な業者であり
ます。

東京都墨田区押上 東武ビルマネジメ
総価
一丁目１番２号
ント株式会社

平成27
3,461,400 年4月1
日

２号

道路維持補
修室

柏駅西口設置されたバリアフリー対策として設置されたエレベーター，エスカ
レーターに関する運転状況の監視と事故等に対する安全対策業務を委託するもので
す。 当該施設の性格及びその設置場所の関係から，運転時間中常時モニターによ
る監視を行い，突発的な故障等が発生した場合は，二次災害を防ぐため迅速に現地
で安全対策を行うことが求められます。 本委託業務遂行に係る条件に対して，下
記業者は，施設最寄のビル内で，２４時間のビル管理業務を行う関係から警備員等
が常駐しているため，故障等が発生した場合も迅速に対応することが可能です。ま
た，監視業務に必要なモニター施設を柏市負担で下記業者の事業所内に既に設置し
ており，他業者に委託する場合は，通信施設等の移設工事が新たに必要となり結果
として最小の経費で事業を遂行することが困難となります。

東京都江戸川区船 株式会社
堀三丁目８番８号 サービス

平成27
4,685,040 年4月1
日

２号

道路維持補
修室

道路維持補
修室

昇降機のモニター監視昇降機の運転及び停止昇降機の緊急対応
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商号(名称)

高島屋

総価

契約日

契
約
方
法

契約の相手方を選定した理由

道路維持補
修室

所在

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

案件の概要

一者随意契約理由の公表

区分

81 委託

82 委託

83 委託

件名

豊四季自由通路管理業務委託

南柏駅昇降機管理業務委託

柏駅昇降機保守点検業務委託

H27.4.1-H28.3.31

道路維持補
修室

豊四季自由通路の管理には，清掃業務のほか，エレベーター，エスカレーターの
保守点検業務に加えて，施設の運行状況等の２４時間体制の監視業務が必要です。
下記業者は２４時間監視可能な管制センターを埼玉県春日部市内に有しており，同
豊四季駅自由通路に設置されたエレベーター，エスカレーターの保守点検。監視業 センター内に設置されたテレビモニター監視員と柏市内の管理物件を巡回する同社
務。清掃業務。
のサービスカーとの連携により，故障時等に迅速に対応することが可能です。 ま
た，下記業者は，東武鉄道グループの一員であるため，東武鉄道株式会社及び豊四
季駅との連絡調整を円滑に行い，各種取得免許に基づき清掃業務，監視業務及び保
守点検業務を一体として遂行していくことが唯一可能な業者であります。

東京都墨田区押上 東武ビルマネジメ
総価
一丁目１番２号
ント株式会社

平成27
6,372,000 年4月1
日

２号

道路維持補
修室

南柏駅昇降機の管理については，エレベーター，エスカレーターの保守点検業務
や，施設の運行状況等の２４時間体制の監視業務が必要です。 下記業者は監視カ
メラを設置し２４時間監視可能な管制センターを埼玉県春日部市内に有しており，
南柏駅東口及び西口に設置されたエレベーター，エスカレーターの保守点検。監視
同センター内に設置されたテレビモニター監視員と柏市内の管理物件を巡回する同
業務。
社のサービスカーとの連携により，故障時等に迅速に対応することが可能です。
以上のことから，下記業者は，各種取得免許に基づき監視業務及び保守点検業務を
一体として遂行していくことが唯一可能な業者であります。

東京都墨田区押上 東武ビルマネジメ
総価
一丁目１番２号
ント株式会社

平成27
8,737,200 年4月1
日

２号

道路維持補
修室

柏駅東口及び西口に設置されたエレベーター，エスカレーターの保守点検業務。
シェルター清掃。

柏駅東口ダブルデッキ及び柏駅西口歩道橋，サンサン通りに設置している当該施
設は，株式会社日立製作所製であり，特に東口エスカレーターは低速運転機能，車
いす対応機能及び特注の進入防止扉や屋根等の付帯設備を備え，その保守点検業務
にあたっては，特殊部品等の調達及び機器類の調整に熟練した技術を要します。ま
た，施設及びその設置場所の関係から突発的な故障等が発生した場合には，二次災
害を防ぐためにも迅速な対応が求められます。 本委託業務遂行に係る条件に対し
て，下記事業者は，メーカー系列業者であるため，各種製品の性能や特徴に関する
情報をメーカサイドと共有し，補修部品の選定・調達を迅速に行うことが可能で
す。さらに，突発的な故障が発生した場合もサービスの拠点となる営業所を柏市内
に設けているため，技術者が迅速に安全対策を行うことができます。

株式会社日立ビル
柏市柏四丁目８番
システム東関東支 総価
１号
社

平成27
23,758,272 年4月1
日

２号

都市計画課

本サービスは，H20年度に情報政策課においてプロポーザル形式により契約したもの
を，現在まで継続して運用されている。そのなかでも利用率の特に高い都市計画情
柏市ホームページにおいて，地理情報システム（ＧＩＳ）を活用した都市計画情報
報についてのみ，本システムを継続してサービス提供するものである。本システム
公開サービスを行うため，地図情報配信サービスの提供及び運用管理等を行うもの
は，株式会社ドーンが所有する独自のシステムのため，他社が同様のサービスを行
とする。
おうとする場合は，システムを一から構築しなおす必要があり，また初期費用が余
分にかかる。よって，本契約については，一者随意契約とするものである。

柏市地図情報配信サービス業務委託

85 委託

片山新田他２箇所トイレ清掃管理業務委託 公園管理課

86 委託

柏市ＦＡＱ検索システム業務委託

秘書広報課

トイレ内清掃 週２回雑
水（片山新田トイレ）

務

本事業の対象となるトイレの設置箇所は，千葉県が管理している手賀沼自然ふれあ
トイレットペ－パ－の補給等
雨水タンク給 い緑道内に設置してあります。 このトイレの清掃管理業務は，現在，千葉県と指
消毒用エタノール補充（鷲野谷新田トイレ）
定管理者の協定を締結している株式会社光風ガ－デンが担っており，現状について
も充分把握しており，日常的かつ円滑な維持管理が行うことができる。

当システムは，市民等から寄せられる「よくある質問と回答（ＦＡＱ）」を一箇
所に集約したＦＡＱサイトを開設するとともに，市民等から寄せられた問合せ等の
対応履歴を一元管理することができ，「市民満足度の向上」と「業務効率化」を同
時に実現させるものである。 本業務は，こうした機能を満たしたシステムの提供
と運用・保守管理を行うもの。

現行のシステムは，市民サービスの一層の向上を図る目的で導入して以降，各種
機能の充実を図ると共に，市民等からの要望に応じて必要な改修を実施してきてお
り，現在，効率・効果的な運用を行っている。 こうした中，当システムの機能の
一つである「ＦＡＱサイトの開設」については，当システムによるものでなくて
も，現行のホームページ（ＣＭＳ）による対応も可能であるため，導入後６年が経
過する当システムの見直しにあたっては，ホームページ（ＣＭＳ）との機能統合を
視野に入れた検討が必要と考えており，平成２７年度に行うＣＭＳの見直しと併せ
て行う予定である。 こうしたことから，平成２７年度契約においては，現行シス
テムの使用継続が費用対効果からも有益であると判断し，現在の委託先業者と契約
するもの。

16

所在

商号(名称)

契約日

契
約
方
法

案件の概要

84 委託

契約の相手方を選定した理由

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

神戸市中央区磯上
通２－２－２１三
株式会社ドーン
宮グランドビル５
階

総価

平成27
648,000 年4月1
日

２号

千葉県我孫子市岡 株式会社
発戸５９９－２
－デン

総価

平成27
1,209,600 年4月1
日

２号

株式会社 エヌ・
東京都江東区豊洲
ティ・ティ・デー 総価
三丁目３番３号
タ

平成27
2,721,600 年4月1
日

２号

光風ガ

一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

87 委託

柏市広報番組制作・放送等業務委託

秘書広報課

平成２６年７月から放送開始した当該番組は，柏市民を主たるターゲットに地域へ
の愛着を推奨し，交流・定住促進への貢献を目的として行っているものである。番
組を通して柏の様々な魅力を継続的に伝えていくことにおいて，J:COM東関東局が有
地域への愛着や推奨，交流・定住の促進に貢献するために，柏が持つさまざまな魅 するコミュニティチャンネルは，地域情報を積極的かつきめ細かに取り扱うチャン
株式会社ジェイコ
柏市名戸ヶ谷９０
力を訴求した番組を制作し，ケーブルテレビ「Ｊ：ＣＯＭ」での継続した放送と， ネルの性質やサービス提供エリア（柏市，鎌ケ谷市，我孫子市，野田市，白井市の
ムイースト東関東 総価
０番１号
当該番組の視聴状況の調査を委託するもの。
一部）等，最も効率的かつ活用度の高い放送手段である。J:COM東関東局では，コ
局
ミュニティチャンネルでの放送番組を，制作と放送の一括請負を原則としているこ
とから，制作・放送を一括して委託するとともに，J:COM契約者を主対象者とした視
聴状況調査を委託する。

88 委託

多言語メール配信システム業務委託

協働推進課

当該システムは，秘書広報課で運用している「かしわメール配信サービス」を機
外国人を対象にした生活情報（広報かしわ），災害・緊急情報等の多言語メール
能改修することで利用できるため，長期的に比較すると，既存業者よりランニング
配信事業における日本語・外国語向けの情報を一元的に配信することにより，情報
コストを低減することができる。 また，他の業者では秘書広報課のサービスとの
提供の効率化を図るべく，秘書広報課で導入している「かしわメール配信サービ
連携が取れないため，当該システムを利用することで，登録件数の増加と情報配信
ス」を機能改修にて利用するため，システムの導入及び保守管理業務を行うもの。
の充実を図ることが期待できる。

２号

大阪府大阪市西区
株式会社スマート
靭本町２－３－２
バリュー 公共ク 総価
なにわ筋本町MID
ラウドDivision
ビル４F

平成27
671,760 年4月1
日

２号

千葉市中央区新宿
アジア航測株式会
総価
２－６－８クリー
社 千葉支店
ンホーム千葉

平成27
507,600 年4月1
日

２号

福岡県北九州市小
日本コンピュー
倉北区鍛治町二丁
ター株式会社
目４番１号

総価

平成27
7,302,960 年4月1
日

２号

平成27
540,000 年4月1
日

２号

平成27
6,308,515.44 年4月1
日

２号

89 委託

防犯灯管理台帳システム保守点検委託

地域支援課

90 委託

柏市保健所情報システム保守管理業務委託 総務企画課

柏市保健所情報システムは，日本コンピューター株式会社のパッケージソフトを使
柏市が，柏市保健所情報システムを運用するために使用するサーバー，ノートパソ
用しているが，プログラムが公開されていないため，他社が保守管理を行うことが
コン，周辺機器及びソフトウェア等の保守管理を平成２７年４月１日から平成２８
できない。よって地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により，当
年３月３１日までの期間において委託するもの。
該事業者と一者随意契約を締結したい。

91 委託

議場会議システム保守点検委託

技術者を派遣して保守点検を行い，議場会議システムを常に最良の状態にするこ
と。なお，故障等緊急を要するものは，その都度修理及び調整作業を行うこと。

当該業者は，平成２２年に議場の音響設備一式の更新工事を行っており，当該設備
を熟知している。システムの保守点検には当該システムを熟知していることが前提
となるため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の契約の性質上競争入
札に適さないものと判断されるため。

東京都台東区秋葉 株式会社東和エン
総価
原１－８
ジニアリング

本会議及び委員会での会議録の作成を委託するもの

①同社は，各地方議会の会議録作成を専業としている業者である。②会議録の用
字，会議の進行や議会に精通した社員を擁している。③昭和４８年度から速記の一
部を同社に委託し，昭和６２年度からは速記から印刷製本までを委託している。こ
れにより，柏市議会会議録の書式，固有名詞，会議録作成上の要件を熟知してい
る。④同社は，反訳から印刷製本まで一貫して業務を行い，柏市議会の年間１００
時間を超える膨大な会議録作成業務において，反訳期限１週間以内を遵守するとと
もに，次の定例会までに作成を完遂する能力を有している。⑤毎年３月定例会の会
議録作成に当たっては，年度をまたがり５月ぐらいまでかかるため，業者が変わる
と，パソコン等の投入からやり直さなければならないなど不都合が生じる。⑥同社
において，過去の会議録を記録媒体に管理しているため，平成１４年度導入の会議
録検索システムと連動した業務が可能となる。

埼玉県鴻巣市鎌塚 株式会社
１丁目４番１２号 センター

92 委託

柏市議会会議録作成等委託

議会事務局

17

契
約
方
法

平成27
39,258,000 年4月1
日

本市が使用している防犯灯台帳管理システムは「アジア航測株式会社」の独自著
作物として著作権法で保護されており，本市は非独占的使用権により本システムを
使用している。よって，開発業者の許可なくプログラムの使用権を第三者に譲渡，
複製，システム改変をすることは出来ない。 別業者がこのプログラムを改変する
本業務は，本市が町会等に補助金を交付している防犯灯を適正に管理するために
作業を行う場合は，「アジア航測株式会社」の有する法的に保護された著作権に対
作成された防犯灯台帳管理システムの保守業務を委託するものである。
し使用許諾契約を締結し，かつ，プログラムの改変に関する契約による仕様公開を
行わない限り，作業実施が出来ない。 この場合，各々の契約について別途「アジ
ア航測株式会社」からの有償請求が生じ，別業者と二重に費用が発生するうえ，著
作権仕様許諾の事前協議および契約締結に係る工程の遅延が発生することとなる。

議会事務局

契約日

会議録

単価

一者随意契約理由の公表

区分

H27.4.1-H28.3.31

件名

発注部署

案件の概要

93 委託

給食残渣処理業務委託

学校保健課

給食残渣の堆肥化処理業務を委託するもの。この給食残渣処理業務委託について
は，ごみの減量・資源化（堆肥化）を目指す業務として，平成１９年度に３校（柏 食品リサイクルのシステムが構築され，なお且つ市内で堆肥化施設（プラント）を
一小，柏六小，柏中）で試行し，平成２０年度からは対象を旧柏地区の小中学校， 有する唯一の業者であるため。
さらに平成２３年度からは市内全小中学校に拡大し実施している。

94 委託

給食管理会計システム作成及び保守管理委
学校保健課
託

給食管理会計システムの作成及び保守を行う

滅菌機保守点検委託

95 委託

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

平成27
19.44 年4月1
日

２号

総価

平成27
1,112,400 年4月1
日

２号

学校保健課

柏市立小中学校における正常な飲料水及びプール水の確保・供給を図るため，滅
菌機の保守整備，点検等を行い，その結果を委託者に報告するとともに，滅菌機を
常に良好な状態に維持・管理することを目的とするものです。 小中学校飲料水の
残留塩素濃度は，学校環境衛生基準により定めており，飲料水を貯蓄する際に，滅
菌機により薬液を随時注入し，その濃度を保っています。 残留塩素濃度は，気温 （株）オーヤラックス製の滅菌機について，保守点検対応が可能な事業者をメー
等の影響により変動しやすく，滅菌機の薬液注入量は随時調整する必要がありま
カーに照会したところ，千葉メッキン（株）のみが対応可能との回答であり，残り
す。 滅菌機の調整については，飲料水という性質上，児童生徒の学校生活に支障 の2機種の調整にも対応が可能であることから，同社を契約の相手方に選定した。
をきたすことがないよう，迅速に対応できる事業者により行われることが不可欠で
す。 また，設置されている滅菌機は（株）オーヤラックス製が主（61校87台中85
台）であることから，同社製の滅菌機を熟知している事業者により保守点検を行わ
ないと，薬液注入量の過不足が発生し，飲料水に深刻な影響を及ぼす恐れがある。

千葉県我孫子市寿 千葉メッキン株式
総価
２丁目４番１３号 会社

平成27
1,208,520 年4月1
日

２号

東京都江戸川区北
東京医療商事株式
単価
小岩１丁目１１番
会社
６号

平成27
1,753,380 年4月1
日

２号

柏市酒井根２丁目
山本産業株式会社 単価
６番１１号

平成27
19.44 年4月1
日

２号

柏市酒井根２丁目
山本産業株式会社 単価
６番１１号

本委託業務によりデータ設定を行う給食管理会計システムは，現行使用の給食管理
システム柏市版V5L2が使用中止となるため，会計部分を継続使用するにあたり，シ
ステム作成を行うものである。給食管理システム柏市版V5L2は，株式会社勉強堂よ
柏市光ヶ丘4-4-5
り平成20年10月1日から賃貸借契約を締結しており，株式会社勉強堂は，開発環境，
システムの現状について熟知しており，本システムのデータ設定にあたり他社より
も経済的，工程的優位性が高いといえる。

96 委託

健康診断用器具消毒等業務委託

学校保健課

各市立小中学校では，児童生徒の健康診断や就学前児童の健康診断において，学
校医の診察の際に歯鏡，鼻鏡，耳鏡，舌圧子等の器具（以下，健診器具という）を
使用します。 健診の日程は，各診療科目の学校医と学校で調整し，限られた日程
の中で全校生徒の診察を行っており，また，健診器具は一度使用すると衛生上，所
定の消毒を行うまでは再使用できないため，検診の際には健診対象者数と同数以上
の消毒済み器具を用意する必要があります。 各学校で必要本数を所有した場合，
市が購入し所有する健診器具を適切に管理することが可能で，市立小中学校６２
市全体の所有数が多くなる上に，ひとつの器具を年に数回しか使用しないため非効
校に直接発送・回収を行い，消毒業務を行える者は他に無く，東京医療商事株式会
率なばかりでなく，児童生徒数の増減に対応するために都度購入又は学校間の貸し
社を契約の相手方として選定します。
借りや所管替えによる所有本数の調整が必要となります。 また，健診器具の管
理，各学校への発送・回収を全て市が行うこととした場合には，まず相当量の器具
を適切に管理する場所を要し，発送・回収に関しては衛生的な問題（器具の汚染・
担当者への感染）が生じないよう，注意して取り扱う必要が生じます。 効率的か
つ衛生的で，きめ細やかな健診器具の運用を行うために，市がまとめて健診器具を
購入，所有しており，その管理，発送・回収，及び消毒を業務委託するものです。

97 委託

給食残渣処理業務委託

学校給食セ
ンター

給食残渣の堆肥化処理業務を委託するもの。この給食残渣処理業務委託について
食品リサイクルのシステムが構築され，なお且つ市内で堆肥化施設（プラント）を
は，ごみの減量・資源化（堆肥化）を目指す業務として，平成１９年度に３校（柏
有する唯一の業者であるため，自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に
一小，柏六小，柏中）で試行し，平成２０年度からは対象を旧柏地区の小中学校，
より随意契約を締結したい。
さらに平成２３年度からは市内全小中学校に拡大し実施している。

18

株式会社勉強堂

一者随意契約理由の公表

区分

98 委託

99 委託

H27.4.1-H28.3.31

契約日

契
約
方
法

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

ボイラー設備保守点検委託

学校給食セ
ンター

ボイラー（新設分３基）の年間メンテナンスと定期点検を委託するもの。

三浦工業（株）は当該機器の製造メーカー及び納入業者のため，代理店を通さずに
最も安価で保守・点検ができることと，電話回線を利用して機器の状態をダイレク
トに監視できるメンテナンスサービスを行っているので，緊急時における対応（修
理・部品の手配等）が最も迅速かつ的確であるため。

松戸市日暮６丁目 三浦工業株式会社
総価
１９８
松戸営業所

平成27
565,920 年4月1
日

２号

教育研究所

本件は，平成２１年度末の政府補正予算によりＫＤＤＩ株式会社に構築委託契約
を行った柏市教育用ネットワークセンターの保守と運用を委託するものである。
本件を他業者に委託することは，設計上，ＫＤＤＩ株式会社の持つ著作物（著作権
を有する）を公開することになり，著作権法上，好ましくない。 また，他業者に
学校（教育委員会及び関連組織を含む）間を結ぶとともに，これらをインター
これを委託すると，当該事業者に，ホスティングサービスを移設する必要がある。
ネット接続する柏市教育用ネットワークセンター及び，各接続設置したルータの運 ホスティングサービスは，委託した業者が所有するサービスであり，他業者にこれ
用・保守を委託するもの。
を委託した場合は，ホスティングサービスそのものを変更し，システムを再構築す
る必要がある。 併せて，保守対象の機器の調達においても，時間とコストがかか
る可能性があり，特に迅速な対応が要求されるネットワークセンターの運用に支障
をきたすことが予想される。 以上の点から，システムを構築した業者に保守を委
託することが望ましいと考える。

東京都千代田区大 ＫＤＤＩ株式会社
総価
手町１－８－１
官公庁営業部

平成27
22,609,756 年4月1
日

２号

総価

平成27
783,000 年4月1
日

２号

柏市教育用ネットワーク基幹システム保
守・運用委託

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

件名

100 委託

生涯学習情報システム保守管理委託

生涯学習課

このシステムは開発事業者が所有するサーバー内に保存されているため，別のサー
柏市若柴２２７‐
バーに移行する場合はプログラムの大幅な変更や技術的な問題が伴い，移行自体が
生涯学習情報提供システムは，平成１８年に株式会社エスタが柏市仕様で開発をし
６ 柏の葉キャン
困難である。また，システム修正等を行う際に，不具合（システムの故障)等の対応
たシステムである。このシステムは，開発事業者が所有するサーバー内に保存され
パス１４７街区
株式会社エスタ
やプログラム及びコンテンツの変更などにおいて，開発者であれば故障期間の短縮
ており，開発事業者が，システム修正等を行っている。
アネックス２０１
化及びシステムの内容に精通している点での技術的優位性による迅速かつ柔軟な対
号
応が可能となる。

101 委託

柏市図書館システム保守管理委託

図書館

柏市立図書館システム保守管理委託

本契約は前年度途中で再リース契約を行なった案件で，リース機器の使用状況が安
定しているため，継続して契約する案件として保守・メンテナンスを委託するもの
である。システムについては当該業者が開発したものであり，他業者に委託すると
業務に重大な支障をきたす恐れが非常に高くなるため。

三菱電機インフォ
東京都港区芝浦四 メーションシステ
丁目１３番２３号 ムズ株式会社 Ｉ 総価
ＭＳ芝浦ビル
Ｔプロダクト営業
部

平成27
7,272,039 年4月1
日

２号

102 委託

冷暖房機保守点検等委託（柏市消防局庁
舎）

（消防）総
務課

冷暖房機（三菱重工製吸収式）が常に良好な状態で動作するよう定期的な点検整
備・修理等を行う。

本業務は三菱重工製吸収式冷暖房機（ＭＧＡ－１２５Ａ）の点検整備や緊急時の
修理等を含めた業務である。 業務を行うにあたり当機械を扱う際には専門的知識
が必要で三菱重工業株式会社が認定する冷熱製品管理技術認定証の所持が必要不可
欠である。 機器に使用する燃料がガスであるため有事の際に直接対応が依頼でき
る必要がある。 業者選定に当たり認定機関へ認定証を有す者の在籍・直接請負が
可能な業者を確認したところ関東圏内で唯一の業者である。

茨城県土浦市中村
株式会社 東洋製
総価
南六丁目五番地３
作所 筑波営業所
５号

平成27
928,800 年4月1
日

２号

103 委託

Ｗｅｂ１１９通報システム委託

警防課

兵庫県神戸市中央
聴覚障がい者が事前に利用登録された携帯電話からインターネットを利用して緊
Web１１９通報システムは，契約相手方の株式会社ドーンが開発業者であり，著作 区磯上通２丁目２
株式会社
急通報ができるシステム
権を有しているため，保守を行うことができる唯一の事業者である。
－２１ 三宮グラ
ンドビル５階

平成27
2,203,200 年4月1
日

２号

19

ドーン 総価

一者随意契約理由の公表

区分

H27.4.1-H28.3.31

件名

発注部署

104 委託

消防無線設備保守委託

警防課

105 委託

消防指令情報システム保守委託

警防課

案件の概要

消防救急デジタル無線の保守点検委託業務

消防指令情報システムを常に最良の状態に維持するための保守点検業務

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

契約の相手方を選定した理由

所在

消防救急デジタル無線は，三峰無線株式会社が沖電気工業製品の販売，メンテナ
ンスを専門とした業者であるため，三峰無線が取り扱うことが出来る唯一の事業者
である。

千葉県八千代市勝
三峰無線株式会社
総価
田台北１丁目２０
東関東営業所
番地１５号

平成27
6,426,000 年4月1
日

２号

本市の消防指令情報システムは現在，日本電気株式会社と保守委託契約していま
す。消防指令情報システムは，日本電気株式会社によって開発し製造された機器及
びシステムによって構成されたもので，保守管理とあらゆる事象に対する迅速なサ
ポート体制ができる唯一の事業者である。

千葉市美浜区中瀬 日本電気株式会社
総価
２丁目６－１
千葉支社

平成27
84,186,000 年4月1
日

２号

〒１０２－００
７５ 東京都千代
株式会社アイネ
総価
田区三番町２６番 ス 公共営業本部
地

106 委託

柏市生活保護システムデータ抽出作業業務
生活支援課
委託

生活保護受給者が増加する中，保管場所不足や情報漏洩の危険性等が大きな問題
になっていた。そのため，事務の効率化及び事務スペースの確保，情報漏洩の防止
現行システムからデータの抽出作業を行う場合において，個人情報等を適切に管
のため，生活保護業務の決裁及びケースファイルを電子化することを目的に，シス
理し，システム障害等がなく抽出する必要がある。現行システムに入力されている
テム開発業務委託に係るプロポーザル実施した。結果，現行システム業者とは別の
データであることから，現行システム業者のみがデータを保有しており，抽出作業
システム業者が選定され，開発委託契約を取り交わしたことにより，円滑に新シス
等ができるため，株式会社アイネスと契約し実施するため。
テムを稼働するため，新システムにデータを移行するため現行システムからデータ
を抽出し，変換・加工した上で外部媒体に出力・納品することが必要である。

107 委託

契約事務システムの変更に伴う機能追加業 下水道経営
務委託
課

今回契約を予定している会計システムは，株式会社フューチャーインのシステムで
契約事務システムから企業会計の契約施行伺入力を可能とするため，企業会計シス
あり，他者に委託した場合，既存のシステムの使用に不具合が生じた際に責任の所
テムから予算執行データを引き渡す機能を追加するもの。
在が不明確となり，業務に支障が生じるため同一業者に委託することが望ましい。

東京都品川区西五
反田8丁目7番11号 株式会社フュー
アクシス五反田ビ チャーイン
ル６Ｆ

総価

平成27
583,200 年4月16 ２号
日

空間放射線量測定及び測定データ加工業務 放射線対策
委託
室

Mobile G-DAQ（携帯型環境放射線測定器）により測定した大量のデータを集約し，
加工したうえでウェブ上に公開するには専門的な知識と経験が必要となる。下記業
Mobile G-DAQ（携帯型環境放射線測定器）で市内の空間放射線量の測定を定期的に 者は，測定器の製造元である株式会社計測技研の唯一の販売代理店であり，測定機
行う。また，その測定データを加工し，専用ウェブサイトで公開することで，放射 器本体や付属のソフトウェアの特性を熟知しているため，不具合にも迅速に対応で
線量の低減状況の周知を行う。
きる。また，平成２４年度から継続して本業務を行っており，測定データ，専用サ
イトへのアップロード及びマップデータの作成経験もある。このため一連の業務全
てを一括して履行可能である下記業者と契約したい。

福島県いわき市平
株式会社ネクスト
総価
下荒川字諏訪下３
情報はましん
６番地の１

平成27
4,326,480 年4月22 ２号
日

柏市省エネ法・温対法に係る支援業務委託 環境政策課

１ 今回契約しようとする者は，エネルギー管理士を有しており，これまで市が実
施してきた省エネに係る施策業務等の実績があり，省エネ等の施策推進に当たって
は適正な遂行能力を有している。２ 各施設の管理標準である３～５年の中長期計
画の策定に当たっては，各施設の特性やエネルギー使用実態を把握した適切な省エ
省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）及び温対法（地球温暖化対策
ネ方針の検討が必要で，この管理標準期間内の報告や計画策定に当たっては，当初
の推進に関する法律）に規定される定期報告書，中長期計画書，管理基準の作成等
計画に基づく一貫した進捗の管理や状況に応じた計画変更を把握している必要があ
に係る支援事業を委託するもの。
る。今回契約しようとする者は，平成２２年度以降の報告や中長期計画策定に携
わっており，適正な業務遂行能力を有しているが，この者以外の場合では，これま
での市の省エネ法及び温対法の取り組みに対する理解不足等による著しい支障をき
たすことが憂慮される。

市川市鬼高４丁目 京葉瓦斯株式会社
総価
３番５号
ホームサービス部

平成27
1,053,000 年4月28 ２号
日

108 委託

109 委託

20

平成27
6,415,200 年4月10 ２号
日

一者随意契約理由の公表

区分

110 委託

111 委託

件名

統計調査支援システム背景地図更新

職員研修事業委託（新任担当リーダー研
修）

H27.4.1-H28.3.31

商号(名称)

契約の相手方を選定した理由

所在

情報政策課

平成２７年国勢調査実施に伴い，最新のゼンリン住宅地図データを変換し，統計
調査支援システムへのセットアップを行う。 平成２７年国勢調査実施にあたり，
統計調査支援システムから，調査中に使用する「調査区地図」及び「調査区要図」
を印刷する。 印刷の基となる背景地図は，平成２２年国勢調査で入れ替えした５
年前のものであることから，今回の調査に支障をきたすため背景地図の更新をする
もの。

柏市統計調査支援システムは，下記業者が作成したものであり，平成２７年国勢
調査でも調査区データをシステムに取り込みし，調査区データ反映の際に微妙な調
査区線の位置修正を行っている。今回の背景地図更新では，平成２７年国勢調査調
査区データに合わせた形で納品してもらうため，調査区データを保有している当該
業者以外の者と契約すると，業務に著しい支障が生ずる恐れがあることから下記業
者と契約する必要がある。

千葉県市原市五井 ＡＳロカス株式会
総価
３９２６番地１
社

平成27
885,600 年5月1
日

人事課

【事業（研修）の目的】 平成２７年４月１日付けで新たに担当リーダーに指名さ
れた職員等を対象に，担当リーダーの役割についての認識を図るとともに，マネジ
メントの基礎並びに人事評価制度の意義及び人事評価に係る技法（課題設定・面
談・評価）の習得を図るもの。【研修（指導）内容】①人事評価制度（１次評価者
に求められる役割）②担当リーダーとしてのマネジメント【対象者】平成２７年４
月１日付けで新たに担当リーダーに指名された職員等 ５７人（対象者を２班に分
けて実施）【研修期間】２日（１４時間）×２班

当該事業者については，平成２６年度の本件研修の実施に際して行った本件研修に
係る委託事業者の選定手続（複数の研修事業者に研修の企画（見積額を含む。以下
同じ。）を提案させ，当該企画の内容を比較検討した上で，最も優れている企画を
提案した研修事業者を契約の相手方として選定する手続）において，当該事業者の
提案した研修の企画を採用したことから，平成２６年度の本件研修業務の委託先と
して決定した。 平成２７年度における本件研修は，平成２６年度における実施内
容と同一の内容で実施することを予定しており，当該研修の企画を提案した当該事
業者に実施させることが効率的であること，及び平成２６年度における当該事業者
の本件研修の実施状況は良好であり，研修受講者からも高い評価を受けたことか
ら，平成２７年度も引き続き当該事業者に本件研修の実施を委託することが本件研
修の効果的な実施に資するものと思料されるため，当該事業者を委託事業者とする
もの

東京都港区南青山
２－４－１７ 青 株式会社パトス
山ビル４階

総価

平成27
635,040 年5月11 ２号
日

警防課

今回の対象となる梯子車は，柏駅西口及び豊四季団地等の中高層建物が多く立地
する地域を管轄する柏市消防局旭町消防署に配置されている車両です。 購入から
１０年が経過し，柏市消防局消防車両等整備計画のはしご付消防ポンプ自動車整備
計画に基づき，分解整備を実施することで将来にわたる安心安全を確保するための
ものです。

柏市消防局保有の梯子車は株式会社モリタ社で製作されたもので，分解整備及
び，修理にあっては整備事業部である株式会社モリタテクノスで実施しています。
今回の分解整備を実施するにあたり，高機能化された梯子車は油圧機器等の技術革
新やＩＴ化に伴うコンピューター自動制御装置の導入等により，当該車両に精通し
た技術者による整備が必要になり，他のメーカーでは専門的な対応及び，特殊部品
等の調達も困難でありコストアップになることから，下記の該当業者と随意契約す
るものです。

千葉県船橋市小野 株式会社モリタテ
田町１，５３０番 クノス 東日本営 総価
地
業部

平成27
19,980,000 年5月11 ２号
日

１５ｍ級はしご付消防自動車分解整備
（オーバーホール）

113 委託

柏市７５歳以上の健康診査受診券発行委託 保険年金課

平成２７年度柏市７５歳以上の健康診査を実施するにあたり，対象者に受診券を送
付する。受診券は，７５歳以上の健診用の健康増進システムからデータを抽出する
柏市７５歳以上の健康診査の該当者について，受診券を発行するととともに案内文
とともに，当該システムに即した用紙に印字できるプログラムが必要であり，この
書・実施医療機関一覧を同封し，封入封緘を行う。
健康増進システム開発を委託した当業者以外の者と契約すると，円滑な発行が行え
ない恐れがあるため。

岡山県岡山市南区
株式会社
豊成二丁目７番１
ステムズ
６号

柏市国民健康保険特定健診受診券発行委託 保険年金課

平成２７年度柏市国民健康保険特定健診を実施するにあたり，対象者に受診券を送
付する。受診券は，特定健診用の健康増進システムからデータを抽出するととも
柏市国民健康保険特定健康診査の該当者について，受診券を発行するとともに案内
に，当該システムに即した用紙に印字できるプログラムが必要であり，この健康増
文書・実施医療機関一覧を同封し，封入封緘を行う。
進システム開発を委託した当業者以外の者と契約すると，円滑な発行が行えない恐
れがあるため。

岡山県岡山市南区
株式会社
豊成二丁目７番１
ステムズ
６号

廃棄物政策
課

①平成２７年３月から，北部クリーンセンターの委託の中で，下記相手方の外部被
ばく積算線量計測バッジを使用して周辺居住者の積算線量を継続して測定してきて
おり，他の測定方法に変えると測定方法の継続性が得られないこと。②測定対象者
に対し，北部クリーンセンター職員と同じバッジにより測定することを説明してい
ること。以上の理由から，下記相手方以外に契約の相手方となりうる者がおらず，
契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合（施行令第１６７条の２第１項第２
号）に該当するため。

115 委託

外部被ばく線量測定委託

指定廃棄物仮保管場所周辺居住者の外部被ばく線量を測定するもの。
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契約日

契
約
方
法

案件の概要

112 委託

114 委託

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

２号

総価

平成27
4,417,740 年5月20 ２号
日

総価

平成27
10,584,000 年5月20 ２号
日

茨城県つくば市諏 長瀬ランダウア株
単価
訪Ｃ２２街区１
式会社

平成27
1,242 年5月25 ２号
日

両備シ

両備シ

一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

発注部署

案件の概要

公設市場

対象施設はマイナス７度から５５度までの冷凍機能を有する魚類の冷凍保管施設で
あり，事業者の所有する商品を保管している。日常的な点検業務については貸し付
けている場内事業者で実施しているが，定期点検については施設所有者及び管理者
である柏市で実施する必要がある。対象施設の定期点検業務が適切に実施されない
公設市場内 冷蔵庫棟に設置されている冷凍機の定期点検を行なうもの。冷凍機種 場合，保管している商品への悪影響も考えられ，冷凍機能が特に必要とされる外気
類はSF級（-55℃），F級(-25℃），C級(-7℃～-15℃）の3種類。
温が高くなる夏季以前に完了させることが重要である。また，市場特有の営業形態
の中で制限された時間での作業スケジュールに臨機応変に対応することが可能な業
者に業務委託することが必要である。よって，これまで同施設の修繕工事を多数実
施し，対象設備の現状や市場特有の営業形態を良く把握していることから，迅速な
業務の着手が可能となる下記業者と契約したい。

東京都江東区牡丹
株式会社前川製作
総価
３丁目１４番１５
所
号

平成27
1,058,400 年5月27 ６号
日

116 委託

冷凍機定期点検業務委託

117 委託

子育て世帯生活応援券引換券作成・封入封 こども福祉
緘処理委託
課

子育て世帯では，育児等にかかる家計負担が大きく，市として子育て世帯の生活支
援また，子育てをするのに身近な生活圏等での消費喚起を図るため，商品券配布に
より子育て世帯の生活応援事業を実施するにあたって，商品券引換券の作成処理の
委託をするもの。

応援券引換券の作成には，住民記録システム及び児童手当システムのデータを利用
するが，正確に対象者を判定するためには，可能な限り最新のデータを使用，抽出
する必要があるため，当該システムの管理業者である株式会社ディー・エス・ケイ
に委託する必要がある。

千葉県柏市若柴１ ㈱ディー・エス・
総価
－１９５
ケイ

平成27
1,484,028 年5月29 ２号
日

道路維持補
修室

橋梁台帳は，橋梁の維持管理を推進していくための基礎資料となり長期に渡り有
効活用される事が見込まれるため，橋梁の諸元・図面等を効率的に管理できるシス
テムの構築を本業務により行うものである。 また，現在導入している舗装管理シ
ステムと統合を図ることにより維持補修事業の業務全体の効率化が図られることが
見込まれる。

柏市が導入している上記舗装管理システムのプログラム等の著作権は，国際航業
株式会社が保有している。 そのため，下記の契約の相手方以外の者が，この舗装
管理システムのプログラム等を使用して，上記データの改修を行うためには，新た
に同様のシステムのプログラム等の開発等が必要となり，非効率，かつ，非経済的
である。 下記相手方は，既設の道路管理システムのソフト及び既存データの利用
が可能であるほか，当該道路管理システムの使用方法等にも精通しているため，当
該相手方と契約すると，経済的な優位性が見込まれるほか，本件業務の円滑かつ適
切な遂行に資するものと認められるため。

千葉県千葉市美浜
国際航業株式会社
総価
区中瀬１丁目３番
千葉支店
地

平成27
3,888,000 年6月2
日

２号

東京都渋谷区代々 株式会社
木4-27-25
テック

総価

平成27
9,288,000 年6月2
日

６号

千葉県柏市若柴字 ㈱ディー・エス・
総価
入谷津１－１９５ ケイ

平成27
1,382,400 年6月3
日

２号

118 委託

橋梁台帳電子化ＤＢ構築業務委託

119 委託

学校プール開放運営業務委託

スポーツ課

平成２７年４月２４日の入札不調という結果であったが，本事業内容及び設計額
の見直しは困難であり，かつ，本事業は７月から開始する必要があるため再度競争
入札に付す時間がない。 このような状況の中，昨年度に本事業を受託した株式会
小学校の夏季休暇期間中のプール施設の有効活用を図り，児童の健康増進，体力 社グランデリアの事業責任者を含む複数者が株式会社ビルテックに移籍しており，
づくりに寄与するため，平成２７年度の学校プール開放事業を実施するもの。
本事業に関する専門的知識及び技術的なノウハウを有している。このため，当該業
者に上記競争入札に付するときに定めた条件で履行の能否を確認したところ可能で
あるとの回答を得た。 以上のことから，競争入札時の条件で本事業を受託できる
業者が他にないことから，株式会社ビルテックを選定するもの。

120 委託

子育て世帯臨時特例給付金支給事務支援委 こども福祉
託
課

昨年の子育て世帯臨時特例給付金システムの管理と，データ抽出元となる児童手当
子育て世帯臨時特例給付金のシステム及び住民情報システムのセットアップを委託 システム及び住民情報システムの管理も㈱ディー・エス・ケイであるため，また子
するもの
育て世帯臨時特例給付金と児童手当現況届の事務が不可分なため㈱ディー・エス・
ケイに委託を依頼する必要がある。
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ビル

一者随意契約理由の公表

区分

121 委託

122 委託

123 委託

124 委託

125 委託

件名

地下水汚染除去装置保守点検委託

土壌汚染対策アドバイザー業務委託

家庭用品検査業務委託

固定資産台帳整備支援業務委託

H27.4.1-H28.3.31

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

案件の概要

環境政策課

本装置は，地下水汚染物質を除去し，地下水の浄化を図るもので，平成6年以後，
順次オルガノ㈱により設置した。以来，保守管理は製造会社のメンテナンス会社で
ある同社の高い技術力・専門性により支えられてきた。本業務は，本装置に対する
オルガノプラント
市内５箇所に設置された地下水汚染物質除去装置の保守点検を実施し，装置の機 豊富な知識，経験を有していることが必要である。 このことから長年に渡り，本 東京都文京区本郷
サービス株式会社 総価
能を正常に維持するもの。
装置のメンテナンスを行い，老化の著しい機器に精通したものでなければ，万が一 5丁目5番16号
関東営業所
の故障等の際に迅速な対応は行い得ないと考えられるため，本業務の意味や各装置
について専門的に精通しているオルガノ㈱の機器メンテナンス会社である次のもの
と随意契約したい。

契約日

契
約
方
法

平成27
1,080,000 年6月3
日

２号

土壌汚染は土壌のみならず土壌汚染が原因となって，有害物質が地中深く浸透
し，地下水に溶け込み，地下水と共に周辺に拡散し，地下水を経由して人の健康に
影響するおそれがある。 それを防止するために土壌汚染対策法では，土地の土壌
汚染を見つける調査や，汚染が見つかったときにその汚染によって人の健康に影響
が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定められてい
る。 そのため，土壌汚染対策法で定められている土壌汚染状況調査の審査及び土
壌汚染対策の工法等の評価を適正に行なうことは重要である。 また，これら評価
には専門的かつ技術的な知識を要するため，その判断，対応で苦慮する際の支援を
委託するものである。

本業務は，土壌汚染対策法に基づく対応が必要な事案が発生した場合において，
その調査内容または工法に問題等が疑われるときは，調査のやり直しや工法の見直
し等迅速に判断する必要があり，受託者には専門性と緊急時の迅速対応が必要不可
欠の条件となる。 また，同法に基づく調査は，その結果に応じ当該地に対する土
壌汚染対策の方針が左右されるため，信頼できる調査結果を確保しなければなら
ず，汚染のある土地に関しては，人の健康に影響が生じないように確実な対策を講
じなければならない。こうしたことを考慮し，本業務が必要となる。本業務の委託
について当該事業所は，千葉県や千葉市，市原市等が出捐し設立されており，土壌
汚染対策法に基づく調査を的確に実施することが出来る者として環境大臣に指定さ
れた県内唯一の公的な指定調査機関である。また，当市とは過去において受託実績
があり，その成果は高く評価されており，信頼性は十分確保されている。更に，当
該事業所は千葉市内にあることから，緊急時の迅速な対応が可能である。 以上よ
り，本業務を遂行するうえでの条件を十分満たしている当該事業所を選定した。

千葉県千葉市中央
一般財団法人千葉
単価
区中央港１－１１
県環境財団
－１

平成27
648,000 年6月8
日

２号

生活衛生課

家庭用品の試買及び検査

本契約は，家庭用品に含まれる化学物質の検査業務を委託するものである。 家庭
用品安全対策事業は，有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律及び家庭用
品規制に係る監視指導について（厚生省環境衛生局長通知）に基づき，家庭用品の
試買及び試験・検査業務を行い，不良品があった場合には，直ちに製品の回収命令
千葉市中央区中央 一般財団法人千葉
等の行政措置をとることから，検査精度の正確さが強く求められる。 下記検査機関
港一丁目１２番１ 県薬剤師会検査セ 総価
は，国からの検査機関（薬事法施行規則第１２条第１項に規定する試験検査機関
１号
ンター
等）としての登録を数多く受けており，かつ法の目的に沿って家庭用品の試買及び
試験・検査業務を一貫して行うことが可能な県内唯一の検査機関である。 ついて
は，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び柏市財務規則第１３９条第
１項第１号の規定により，一者随意契約とする。

平成27
972,000 年6月8
日

２号

財政課

総務省より，平成２９年度までに新地方公会計統一基準へ対応した財務書類の作成
及び体制整備を実施する旨の通達がされている（平成２７年１月２３日付総務大臣
通知総財務第１４号）。この対応に向けて，今年度は固定資産台帳の整備を実施す
る。

下記の業者は，平成２６年度に本市の固定資産評価方針策定に携わり，市の基礎
データを基とした検証作業も実施済みである。そのため，台帳整備に関する本市の
意図を良く理解している。また，昨年度の３者の競争入札の際は，他の２者が辞退
したが，唯一応札し落札しており，成果においても庁内関係課に対する説明会，翌
年度以降の取組み方針策定など十分な内容であった。以上の状況を踏まえて，下記
業者との随意契約としたい。

東京都新宿区左門
町３－１ 左門イ ＯＡＧ税理士法人 総価
レブンビル３階

平成27
2,862,000 年6月10 ２号
日

自殺原因の多くは，多種多様の要因が複雑に絡み合っているため，相談に当たっ
ては多岐にわたる専門的な知識が不可欠であり，さらには，相談内容が個人のプラ
イバシーに深く関与せざるを得ないこととあいまって，非常にデリケートな問題で
あるため，個人情報の保護はもとより，カウンセラーとしての特化した知識と技術
及び継続的なトレーニングが要求される。このような概況から，相談者に対しては
本事業は，自殺予防対策を趣旨とした相談を実施することを目的とするもので，対 「メンタルヘルス対策への援助」「人間関係開発への援助」「キャリア開発への援
面でカウンセラーが相談に応ずることにより，絶望的な心理状態からの脱却を目指 助」といった専門的視点からの指導・助言を的確に行うことが必要要件で，産業カ
す前向きな心理状態へ転化の一助を実現するものである。
ウンセラー協会が認定した産業カウンセラーによる応対が事業効果を最大限に発揮
する上でも必須となる。 以上の点から，当該相談に特化した事業を展開してい
て，個人情報保護の遵守を重視する観点からプライバシーポリシーの基本方針が確
立されている団体を選定条件に，主に職場で働く人やその家族等を対象とした勤労
者支援のために設立された厚生労働省所管の公益法人である下記団体と，随意契約
を締結することとしたい。

一般社団法人 日
柏市柏２－６－１ 本産業カウンセ
単価
７
ラー協会東関東支
部

平成27
6,372 年6月12 ２号
日

環境政策課

平成２７年度柏市自殺予防対策事業運営委 保健福祉総
託（対面相談）
務課
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一者随意契約理由の公表

区分

126 委託

127 委託

128 委託

129 委託

130 委託

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

平成２７年度柏市自殺予防対策事業運営委 保健福祉総
託（電話相談）
務課

自殺原因の多くは，多種多様の要因が複雑に絡み合っているため，相談に当たっ
ては多岐にわたる専門的な知識が不可欠であり，さらには，相談内容が個人のプラ
イバシーに深く関与せざるを得ないこととあいまって，非常にデリケートな問題で
あるため，個人情報の保護はもとより，カウンセラーとしての特化した知識と技術
及び継続的なトレーニングが要求される。 このような概況から，相談者に対しては
一般社団法人 日
本事業は，自殺予防対策を趣旨とした相談を実施することを目的とするもので， 「メンタルヘルス対策への援助」「人間関係開発への援助」「キャリア開発への援
柏市柏２－６－１ 本産業カウンセ
総価
電話でカウンセラーが相談に応ずることにより，絶望的な心理状態からの脱却を目 助」といった専門的視点からの指導・助言を的確に行うことが必要要件で，産業カ
７
ラー協会東関東支
指す前向きな心理状態へ転化の一助を実現するものである。
ウンセラー協会が認定した産業カウンセラーによる応対が事業効果を最大限に発揮
部
する上でも必須となる。 以上の点から，当該相談に特化した事業を展開してい
て，個人情報保護の遵守を重視する観点からプライバシーポリシーの基本方針が確
立されている団体を選定条件に，主に職場で働く人やその家族等を対象とした勤労
者支援のために設立された厚生労働省所管の公益法人である下記団体と，随意契約
を締結することとしたい。

平成27
994,680 年6月12 ２号
日

柏市広報番組等視聴環境構築業務委託

秘書広報課

柏市広報番組の本放送および緊急時の文字情報の視聴，防災情報端末を通した防災
柏市広報番組の本放送視聴を可能にすることに加え，緊急時に市がケーブルテレビ 行政無線放送や緊急地震速報の受信を行うには、J:COMケーブルを通したテレビの視
株式会社ジェイコ
柏市名戸ヶ谷９０
を通して発信する文字情報の視聴，防災情報端末による防災行政無線放送や緊急地 聴環境およびJ:COMがサービス提供する防災情報端末の導入が必須となる。これら一
ムイースト 東関 総価
０－１
震速報の受信を可能にする環境の構築を委託するもの。
式を導入するには、下記事業者へ依頼する以外，請け負う事業者は存在していない
東局
ため。

平成27
2,073,600 年6月12 ２号
日

農政課

千葉県土地改良事業団体連合会では，平成１８年度より農林水産省の補助事業であ
る「水土里情報利活用促進事業」を活用し，県下全域のオルソ画像（航空写真），
地形図，農地情報等を一元管理するＧＩＳ（水土里情報システム）を整備し，本市
本業務は，「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき策定する農業振興地域整
においても平成２３年度より当該システムを利用し，現在までの農地情報等の管理
備計画等を円滑に実施するため，農用地区域の一筆台帳及び現況の土地利用図を作
を行っている。本業務の遂行にあたっては，既存の当該システムを利用すれば，新
成し，地図情報等を効率的に利用できるよう電子データ化することを目的とする。
たなシステムを構築する必要がなく，現在までの農地情報等を迅速に反映させるこ
とが可能である。よって，本業務委託を迅速かつ最小の経費で執行していくため
に，下記業者と随意契約としたい。

平成27
1,458,000 年6月17 ２号
日

人事課

【事業（研修）の目的】採用後３か月を経過し，採用職員研修（１部）での研修内
容を日々の業務で実践できているかを確認するとともに，日々の仕事を効率的・効
果的に進めていく上で基本となる手順や心構えを身に付けることを目的とする。
【研修（指導）内容】①採用後３か月間を振り返る②新規採用職員が職場において
求められている役割③仕事の段取り・手順④先輩，上司等とのコミュニケーション
（円滑に仕事を進めていくためのポイント）⑤入庁１年目にすべきこと，入庁１年
目でなければできないこと【対象者】平成２７年４月１日付け新規採用職員等 １
３６人【研修期間】１日 （Ａ①班・Ａ②班・Ｂ①班・Ｂ②班の４班に分けて実
施）

こども福祉
課

本契約の目的は，リプレース後のサーバ機器等において，既存の環境と同じ機
能・操作性能・処理速度等を維持し，運用することにあるが，現行業者以外の他社
と契約した場合，障害発生時の復旧作業に長時間を要する等，母子寡婦福祉資金貸
付償還管理に関するすべての業務の運用に著しい支障を生じる恐れがある。 ま
プロポーザルによる母子寡婦福祉資金貸付償還管理システムの入替に伴う現行デー た，本件では機器構成の変更に伴う環境構築や動作確認のほか，プログラムを含む
タの移行
データを移行するため，当該作業を開発元と異なる業者が行うと，後日システムの
障害が発生した際，責任区分が曖昧になるとともに，原因究明が困難になる恐れが
ある。 よって，当システムの内部構造や環境設定等について詳細に内容を把握し
ている現行業者に当業務を実施させることで，迅速にかつ効率的に遂行できること
から，本件は，随意契約をするものである。

農用地等情報整備業務委託

職員研修事業委託（採用職員研修（２
部））

母子寡婦福祉資金貸付償還管理システム
データ移行業務委託

当該事業者については，平成２６年度の本件研修の実施に際して行った本件研修
に係る委託事業者の選定手続（本件研修の内容をより実践的かつ効果的なものとす
るため，複数の研修事業者に研修の企画（見積額を含む。以下同じ。）を提案さ
せ，当該企画の内容を比較検討した上で，最も優れている企画を提案した研修事業
者を契約の相手方として選定する手続）において，当該事業者の提案した研修の企
画を採用したことから，平成２６年度の本件研修業務の委託先として決定したとこ
ろである。 平成２７年度における本件研修は，平成２６年度における実施内容と
同一の内容で実施することを予定しており，当該研修の企画を提案した当該事業者
に実施させることが効率的であると考えられる。また，本件研修に先立って実施し
た採用職員研修（１部）についても当該事業者に委託して実施しており，内容的に
連続するこれらの研修を同一の事業者に委託して実施させることが効果的であると
考えられる。

24

千葉県千葉市美浜
千葉県土地改良事
総価
区新港２４９番地
業団体連合会
５

東京都港区南青山
２－４－１７ 青 株式会社パトス
山ビル４階

総価

平成27
544,320 年6月19 ２号
日

長野県長野市鶴賀
七瀬中町２７６番 株式会社電算
地６

総価

平成27
1,047,600 年6月19 ２号
日

一者随意契約理由の公表

区分

所在

柏市都市計画業務支援システムデータ更新
都市計画課
業務委託（その１）

本業務委託は，本年度に決定・変更する都市計画について，既存のＧＩＳデータ
（図形・属性情報）を更新し，現在稼働中の都市計画業務支援システム（“URBAN
MAP”）等で使用するデータ及び窓口閲覧図の更新を行うことを目的とする。

都市計画業務支援システム（“URBAN MAP”）は，国際航業株式会社が開発したアプ
リケーションソフトをベースに，同社が本市に即したかたちでカスタマイズを施し
たものである。よって，国際航業株式会社は，本システムの稼動状況について熟知
しており，データのインストールや動作環境の設定にあたり，他者よりも正確な業
務遂行が期待でき，かつ経済的，工程的優位性も高いと言える。また，契約の相手
方を変更することによる，動作環境の混乱，不動作時の業務への支障・停滞を回避
する事ができる。以上の理由から，本契約については，本システムの開発元である
下記業者と，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び６号により随意契
約を締結したい。

千葉市美浜区中瀬
１丁目３番地 幕 国際航業株式会社
総価
張テクノガーデン 千葉支店
Ｄ棟７Ｆ

平成27
669,600 年6月23 ２号
日

132 委託

道の駅しょうなん空調機整備等委託

農政課

「株式会社道の駅しょうなん」と，「ダイキン工業株式会社」とは，空調設備の保
守点検に関する契約を締結している（別紙写し参照）ところである。 この中で
件名建物（柏市都市農業センター）付属空調機の一部系統の整備等委託 １．対象 は，定期的な保守点検作業については当契約に附帯しているものの，整備作業相当
系統 加工調理室・・・室外機部品交換，室内機洗浄
農芸交流
の補修・整備，いわゆるメンテナンスは契約外となっている。 このため，契約外
館・・・室外機部品交換 ２．内容
別紙仕様書及び系統略図のとおり
作業について，メーカー・パーツサプライヤーとして保守点検を通じて機器のコン
ディションを把握している「ダイキン工業株式会社」と随意契約のうえ実施するも
のである。

ダイキン工業株式
東京都大田区大森
会社 東日本サー 総価
西３－２９－７
ビス部

平成27
1,998,000 年6月24 ２号
日

133 委託

柏市内小中学校黒板塗装業務委託

学校施設課

黒板は継続的な使用により表面の塗装が薄くなり、黒板としての機能が低下する。 柏市及び近隣市を対象に黒板塗替え作業を実施している業者を調査したところ，島
このため、機能が低下した黒板を対象に、塗替え作業を実施するもの。
田黒板以外に見つからなかった。

千葉県松戸市稔台
八丁目１１番地の 島田黒板
１７

単価

平成27
5,030,100 年6月26 ２号
日

総価

平成27
14,774,400 年6月29 ２号
日

135 委託

136 委託

給食管理システム作成委託

給食管理システム作成委託

梯子車保守点検

商号(名称)

本委託業務で使用する給食管理システムは，現行使用の給食管理システムのサポー
トが終了となるため，継続使用するにあたり，システム切り替えを行うものであ
る。現行システムは，株式会社勉強堂より平成20年10月1日から賃貸借契約を締結し 柏市光ヶ丘４－４
株式会社勉強堂
ており，株式会社勉強堂は，開発環境，システムの現状について熟知しており，各 －５
校及びカスタマイズしたデータの移行を確実かつ円滑に行うことができる。そのた
め，本システムの使用にあたり他社よりも経済的，工程的優位性が高いといえる。

契約日

契
約
方
法

契約の相手方を選定した理由

134 委託

発注部署

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

案件の概要

131 委託

件名

H27.4.1-H28.3.31

学校保健課

給食管理システムを作成し，学校での業務の使用に供するよう設定を行う。

学校給食セ
ンター

学校給食センターの給食管理システムは，自校方式の市内５１小中学校及び学校保
健課へ配備される給食管理システムと互換性を持たせる必要がある。本委託業務で
使用する給食管理システムは，現行使用の給食管理システムのサポートが終了とな
るため，継続使用するにあたり，システムの切り替えを行うものである。現行シス
給食管理システムを作成し，学校，学校保健課及び学校給食センターでの業務の使
テムは，株式会社勉強堂より平成２０年１０月１日から賃貸者契約を締結してお
用に供するよう設定を行う。
り，株式会社勉強堂は，開発環境，システムの現状について熟知しており，学校給
食センターのカスタマイズしたデータの移行を確実かつ円滑に行うことができる。
そのため，本システムの使用にあたり他社よりも経済的，工程的優位性が高いとい
える。

柏市光ケ丘４－４
株式会社勉強堂
－５

総価

平成27
4,644,000 年6月29 ２号
日

警防課

当局保有の梯子車は，株式会社モリタで製作されたもので，整備事業部である株
式会社モリタテクノスで点検整備等を実施しています。 保守点検を実施するにあ
梯子車保守点検は，その機器・装置及び構造物の不良箇所や劣化部分について点
たり，高機能化された梯子車は，油圧機器等の技術革新やＩＴ化された自動制御装
検するもので，各主要機器等を定期的に点検整備することにより性能を維持し，安
置等の導入により，当該車両に精通した技術者による点検整備等が必要不可欠とな
全性の向上を図るためのものです。
り，他社では専門的な技術者を確保することや特殊部品等の調達も困難となり，運
用に支障をきたす事から，下記の該当業者と随意契約するものです。

株式会社モリタテ
千葉県船橋市小野
クノス 東日本営 総価
田町１５３０番地
業部

平成27
766,800 年6月29 ２号
日
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一者随意契約理由の公表

区分

137 委託

138 委託

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

消防情報指令システム部分更新整備委託

商号(名称)

契約日

契
約
方
法

契約の相手方を選定した理由

柏市議会議員選挙の選挙人名簿を調製し，入場整理券を作成するもの

選挙人名簿については，公職選挙法第２１条に基づき，住民記録情報をもとに登録
を行うこととされている。 柏市の住民記録情報システムについては，㈱ ディー・
エス・ケイに委託し管理運営していることから，選挙人名簿の調製についても，住
柏市若柴字入谷津 株式会社ディー・
総価
民記録を取り扱う同業者に委託することが最も効率的かつ経済的である。また，選
１番１９５
エス・ケイ
挙事務に要求される極めて高度な正確性の確保についても担保できるところであ
る。 このことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により下
記業者と随意契約を締結したい。

警防課

消防情報指令システムにおける経年劣化等に対し，部分更新を行うもの。

本市の消防情報指令システムは，日本電気株式会社によって開発，製造された機
器及びシステムにより構成されたもので，保守管理及び障害対応などあらゆる事象
に対し，迅速に処理するよう委託契約を締結している。 本件は，経年劣化や旧式
ＯＳの仕様による障害等の発生を抑止するため，主に本システムの中枢部分の機器
及びプログラムを更新するものであるが，システムの運用を停止することなく更新
作業を行うとともに継続使用する既存機器とも適切に連動する必要がある。 当該
業者は，本業務を円滑かつ適切に遂行できる唯一の事業者であるため，一者随意契
約として契約を締結することとしたい。

千葉市美浜区中瀬 日本電気株式会社
総価
二丁目６番地１
千葉支社

平成27
285,681,600 年7月17 ２号
日

千葉市美浜区中瀬 国際航業株式会社
総価
一丁目３番地
千葉支店

平成27
691,200 年7月22 ２号
日

選挙人名簿調製・入場整理券作成委託（柏 選挙管理委
市議会議員選挙）
員会事務局

所在

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

案件の概要

平成27
9,828,000 年7月14 ２号
日

139 委託

統合型ＧＩＳ更新データ作成委託

情報政策課

統合型ＧＩＳの地図の更新は個別ＧＩＳからデータを取り込むことで行ってい
る。しかしながら個別ＧＩＳから抽出したデータは独自形式であるため汎用性があ
るデータ形式であるＢＤＳ＋ＮＯＬ及びＳＨＡＰＥファイルに変換する必要があ
本委託業務は，統合型ＧＩＳに最新の地図データの更新に際し，データ元である個
る。このため個別ＧＩＳを構築し当該データを運用している下記業者にしか本業務
別ＧＩＳからデータを抽出・作成する業務である。
を請け負うことができない。 以上の理由から，本委託業務について，地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により，下記業者と随意契約を締結した
い。

140 委託

統合型ＧＩＳデータ更新業務

情報政策課

地図データの更新あたっては，個別ＧＩＳから抽出したデータを統合型ＧＩＳに
取り込む必要がある。 よって，統合型ＧＩＳを運用しデータを管理している下記
本契約に基づく委託業務は，個別ＧＩＳから統合型ＧＩＳに最新の地図データを取
業者にしか本業務を請け負うことができない。 以上の理由から，本委託業務につ
り込む業務である。対象とする地図は６地図である。
いて，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により，下記業者と随
意契約を締結したい。

神奈川県川崎市幸
区大宮町１３１０
株式会社インフォ
総価
番地ミューザ川崎
マティクス
セントラルタワ
ー２７Ｆ

平成27
496,800 年7月23 ２号
日

141 委託

統合型ＧＩＳごみ集積所管理システム作成 環境サービ
業務委託
ス課

非常に高度な専門性と統合型ＧＩＳに精通した知識が求められる。また，作成後の
不具合やメンテナンスに関し，迅速な対応が求められる。以上のことから，統合型
統合型ＧＩＳ上でのごみ集積所の一括管理を目的とし，ごみ集積所の新規登録・属
ＧＩＳの専門的知識を有しており，既に本市統合型ＧＩＳの管理・メンテナンス業
性編集機能を新たに作成するもの。
務を受託している下記業者と，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号によ
る随意契約を締結したい。

川崎市幸区大宮町
１３１０番地
株式会社インフォ
総価
ミューザル川崎セ
マティクス
ントラルタワー２
７F

平成27
1,323,000 年7月23 ２号
日

142 委託

選挙管理委
員会事務局

当日投票システムは住民記録情報システムから作成している。柏市の住民記録情報
システムについては，㈱ ディー・エス・ケイに委託し管理運営していることか
ら，選挙人名簿の調製についても，住民記録を取り扱う同業者に委託することが最
も効率的かつ経済的である。また，選挙事務に要求される極めて高度な正確性の確
保についても担保できるところである。このことから，地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号の規定により下記業者と随意契約を締結したい。

株式会社
千葉県柏市若柴字
ディー・エス・ケ 総価
入谷津１－１９５
イ

平成27
9,059,364 年7月24 ２号
日

当日投票システム業務委託

平成27年8月9日執行予定の柏市議会議員一般選挙の当日投票システム
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一者随意契約理由の公表

区分

143 委託

件名

公文書管理システム開発委託

H27.4.1-H28.3.31

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

行政課

平成２８年３月から導入する公文書管理システムの開発及び導入作業を行う。同シ
ステムは柏市庁内情報ネットワーク（以下，「ＬＩＮＫ」という。）内に構築し，
柏市公文書管理規則及び柏市公文書管理規程に沿った適正な文書管理の支援を目的
とするものである。

株式会社ディー・エス・ケイはＬＩＮＫの開発元であって運用上の管理を請け負っ
ている業者である。公文書管理システムは，ＬＩＮＫ内の電子決裁等の既存システ
ムとの連携により，運用・管理を実施することが前提となる。類似の複数社のシス
テムについて，導入に関する比較検討を行った結果，システム連携に関する技術的
能力，導入後におけるメンテナンスをはじめとする動作保障やシステムの発展性と
いった総合的な点において，ＬＩＮＫの開発会社が費用対効果的に最も有利と判断
された。以上の理由から株式会社ディー・エス・ケイと一者随意契約を行うものあ
る。

柏市若柴字入谷津 株式会社ディー・
総価
１番１９５号
エス・ケイ

平成27
2,808,000 年7月27 ６号
日

新規情報パソコン５００台を庁内ネットワークへ接続するための設定の実施

対象となる情報パソコン及び業務パソコンは，庁内情報ネットワークに接続するた
めの機器であり，庁内ネットワークの運営及び管理は（株）ディー・エス・ケイに
委託している。本契約の委託業務は，別途調達したパソコンを庁内ネットワークに
接続して使用できるようにするもので，庁内ネットワークの構成や設定内容に精通
していないと設定時間に多大な時間を要することになり，業務に支障が出る。以上
の理由から下記業者と随意契約を行うこととしたい。

柏市若柴字入谷津 株式会社ディー・
総価
１番１９５
エス・ケイ

平成27
1,156,896 年8月3
日

２号

平成27
9,720,000 年9月3
日

２号

144 委託

情報パソコンセットアップ作業委託

145 委託

下水道（雨水）情報管理システム整備業務 雨水排水対
委託
策室

運用中の下水道情報管理システムは，下記業者が開発したものでありプログラム
既に運用中の下水道情報管理システムにデータを追加し，雨水管等の台帳整備を 等の仕様は一般に公開されていない。 また，不具合が発生した場合，同社以外だ
行うものである。
とシステムとデータのどちらに原因があるか解明させるのに時間を要し，業務に支
障をきたすなど市民サービスの低下につながる恐れがある。

千葉市美浜区中瀬 国際航業株式会社
総価
１丁目３番地
千葉支店

146 委託

住民記録国勢調査用データ作成委託

情報政策課

下記の業者は，住民記録処理業者である。よって，住民記録に基づいたデータを
平成２７年国勢調査の調査票等の審査を行うに当たり，住民記録に関する必要項目 作成するため，住民記録処理を行う業者への依頼が必要となる。 したがって，地
についてデータの作成を行うもの
方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の契約の性質上競争入札に適さないも
のと判断されるため，下記の業者と随意契約を締結したい。

株式会社ディー・ 柏市若柴字入谷津
総価
エス・ケイ
１番１９５

平成27
939,600 年9月14 ２号
日

147 委託

柏市教育委員会学校財務システムサーバー
学校財務室
移行業務委託

当該システムは，下記業者が独自に開発・構築したものであり，システム機能の
拡充業務を請け負うなどの実績がある。作業内容も丁寧で，メンテナンスの対応も
柏市教育委員会の学校財務システム（以下，「システム等」という。）を新サー
迅速であり，信頼のおける業者である。 また，本システムでは，既に履行済の
バーに更改し，システムの処理速度及び効率の向上を図るもの。
データが蓄積されており，同一業者以外の者に履行させた場合，責任の所在が不明
確になるなど，著しい支障が生じるおそれがあるため。

グローバルビジネ
東京都墨田区錦糸
スソリューション 総価
一丁目２番１号
株式会社

平成27
518,400 年9月28 ２号
日

情報政策課
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一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

148 委託

Ｈ２７柏市下水道台帳管理システム（ＧＩ 下水道維持
Ｓ）整備業務委託
管理課

本ＧＩＳは国際航業株式会社が開発したソフトを使用して運用されているため，
現在運用中のＧＩＳに適合するデータである必要がある。 したがって，下記の業
務以外の者と契約すると，次の２点について業務に著しい支障が生じる恐れがあ
る。 １．ＧＩＳに管渠等の情報を追加，修正するため，データ受け渡し時のデー
本業務委託は，下水道維持管理課にて既に運用中である下水道台帳管理システム
タ変換や
入力作業が必要となる。また，入力後の動作確認やデータ変換及び
(ＧＩＳ)に平成２６年度に新たに設置された下水道施設の情報について，データ入
説明資料作成
にかかる費用が別に発生する。 ２．不動作の時，下水道維持
力を行うものである。
管理課の窓口業務等に支障が生じ，ＧＩＳ側とＧＩＳ整備
業務受託業者のど
ちらに原因があるのかわからず想定のつかない時間を要し，
市民サービスの
低下につながる。 よって，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
により，本件業務委託を下記業者と締結したい。

149 委託

柏市図書館システム保守管理委託

図書館

柏市立図書館システムの保守管理を委託するもの。

本契約は，今年度途中で機器リースの更新を行なう案件であり，併せて保守・メン
テナンスを継続して委託するものである。システムについては当該業者が開発した
ものであり，他業者に委託すると業務に重大な支障をきたす恐れが非常に高くなる
ため。

三菱電機インフォ
東京都港区芝浦四
メーションシステ
総価
丁目１３番２３号
ムズ株式会社ＩＴ
ＭＳ芝浦ビル
プロダクト営業部

平成27
49,636,800 年10月
16日

２号

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

平成27
608,040 年10月
20日

２号

千葉市美浜区中瀬 国際航業株式会社
総価
１丁目３番地
千葉支店

平成27
6,588,000 年10月
14日

２号

150 委託

住宅料金システム用所得データ作成処理

住宅課

システムを使用するためにはパソコン等ＯＡ機器の賃借，機器保守，ソフトウェア
賃借の要素を考慮する必要があるが，それぞれを別業者と契約した場合，システム
障害発生時の原因究明やシステム復旧に多くの時間を要することとなり，業務運営
に多大な影響を及ぼすことになる。 株式会社ディー・エス・ケイは，行政事務の
電子計算機処理を専門に扱う第三セクターであり，住記，税，保険等の業務システ
住宅料金システム用所得データ作成処理の委託により，正確かつ高精度な家賃計算
ムの機器のリース，保守，ソフトウェア開発までを一体的に行っているため，障害
と大幅な事務軽減が期待できる。
発生時においても迅速な対応により，障害を最低限に抑えることが期待できる。
以上のことから，柏市随意契約ガイドラインにおける「経験，知識を特に必要とす
る場合又は現場の状況等に精通した者と契約するとき」及び地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号の「その性質又は目的が競争入札に適しないものをすると
き」に該当するため，株式会社ディー・エス・ケイを契約相手に選定する。

151 委託

柏市公共施設予約システム沼南近隣セン
ター追加業務委託

地域支援課

現柏市公共施設予約システムは，プロポーザルにより改めて平成２７年３月に富
平成２７年度６月議会により，平成２８年４月から沼南公民館が近隣センターに
士通と契約を締結した。これにより，開発運用する当該業者に発注することにより
移行することが決定された。これに伴い，沼南公民館を廃止し，新たに近隣セン
安定的な稼動が見込まれる。よって地方自治法施行例第１６７条の２第１項第２号
ターグループに，新規館を追加する。あわせて，既存近隣センターグループの受付
「契約の性質上競争入札に適さないもの」と判断されるため，以下業者と契約締結
回数制限の修正を行うもの。
したい。

千葉市中央区新町
富士通株式会社千
総価
３番地１３ 千葉
葉支社
ＴＮビル

平成27
1,188,000 年11月6 ２号
日

防災安全課

本件は，介護保険システム，総合福祉システム等から，介護認定者データ，障害者
データ等を抽出し，加工処理を行うものである。介護保険システム，総合福祉シス
災害対策基本法第４９条の１０第１項に基づく避難行動要支援者名簿の作成に係
テムは，下記の業者が開発したものであり，下記の業者以外の者にデータ抽出をさ
り，要援護者と新たに対象となる介護認定者や障害者のデータを抽出，突合し，名 せることができず，特定のものと契約しなければ契約の目的を達成することができ
簿調製を行うもの。
ない。このことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の「その性質
又は目的が競争入札に適さないものをするとき」に該当するため，下記の業者を契
約の相手方に選定する。

株式会社
千葉県柏市若柴字
ディー・エス・ケ 総価
入谷津１－１９５
イ

平成27
1,582,200 年11月
13日

152 委託

避難行動要支援者名簿調製委託

28

２号

一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

153 委託

平成２７年国勢調査調査書類審査等業務派
情報政策課
遣

平成２７年１０月２１日に指名競争入札を行ったが，契約締結に至らなかった。本
来であれば再度，競争入札を行うべきでところであるが，審査業務を開始すべき時
期が迫っており，また，業者が派遣労働者を採用する期間が必要になることから，
(1) 市区町村要計表の作成(2) 調査書類等の審査(3) 調査書類の提出準備(4) その 時間的余裕がない。また，下記業者は，行政自治体に対する受託実績が豊富であ
他，国勢調査に関する事務補助
り，個人情報・機密情報などの情報セキュリティの取り扱いに関する教育・研修を
徹底しているため，個人情報を多く扱う本案件についても，適切に業務遂行できる
と思われる。以上の理由から，入札金額において次点の業者であった下記業者と随
意契約を締結したい。

154 委託

Ｈ２７柏市下水道台帳管理システム窓口対 下水道維持
応システム設定業務委託
管理課

本業務委託は，下水道維持管理課にて既に運用中である下水道台帳管理システム
（ＧＩＳ）の窓口対応システム機器更新に伴いシステム設定を行うものである。
本業務は，下水道維持管理課で運用している柏市下水道台帳管理システムの窓口対 本ＧＩＳは国際航業株式会社が開発したソフトを使用して運用されているため，現
応システム機器更新に伴うシステム設定を委託するものである。
在運用中のＧＩＳに適合するシステムである必要がある。 従って，地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号の規定により，本件業務委託を下記業者と締結し
たい。

千葉県美浜区中瀬 国際航業株式会社
総価
１丁目３番地
千葉支店

平成27
680,400 年11月
20日

２号

地域福祉支援システム改修委託

災害対策基本法第４９条の１０第１項に基づく避難行動要支援者名簿の管理のた
め，地域福祉支援システムの登録管理項目等の改修及び機器の増設を行うもの。

柏市が導入している地域福祉支援システムのプログラム等著作権はカシオ情報機器
株式会社が所有している。そのため，カシオ情報機器株式会社以外の者が，当該シ
ステムのプログラム等を使用して管理項目等の改修を行うことはできず，特定のも
のと契約しなければ契約の目的を達成することができない。このことから，地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第２号の「その性質又は目的が競争入札に適しな
いものをするとき」に該当するため，下記の業者を契約の相手方に選定する。

東京都千代田区九 カシオ情報機器株
総価
段北４－１－７
式会社

平成27
1,846,800 年11月
24日

２号

東京都品川区北品 株式会社神鋼環境
総価
川５丁目９番１２ ソリューション
号
東京支社

平成27
3,240,000 年11月
25日

２号

155 委託

防災安全課

東京都新宿区西新
宿７－５－２５
ヒューマンタッチ
単価
西新宿木村屋ビル 株式会社
１階

平成27
1,603.8 年11月
20日

６号

156 委託

柏市最終処分場新水処理施設ゼオライト等 北部クリー
交換委託
ンセンター

東日本大震災の原発事故影響により柏市最終処分場の新水処理施設の浸出水から放
射性物質が検出されたため，活性炭を放射性物質を吸着するゼオライトに変更し，
間欠運転での水処理運転を行っていた。今回はゼオライトの吸着能力の劣化してい
る点，また，浸出水から放射性物質が検出されなくなったことからゼオライトを活
性炭等の従来の材料に交換し，当初の連続運転に戻すもの。

柏市最終処分場に搬入された放射能を含む焼却灰の影響により，浸出水から放射性
物質が検出された。このため，処分場内の水処理施設は放射性物質を吸着する材料
を用い，さらに運転時間を運転管理委託の作業員の作業時のみに限定し，放射性物
質の外部流出の阻止に細心の注意を払った運転を実施してきた。その中で吸着剤の
性能劣化や間欠運転での水処理が水質維持の面での懸念材料となっていることから
吸着剤を交換する必要が生じた。この交換作業については吸着剤が放射性物質を吸
着する性質の為，吸着剤の放射能濃度が高く，取り扱い可能な交換業者が限られる
こと，運転調整をしながらの作業であり，処理装置全体の性能の確認が必要なこ
と，また，部品交換が必要となるため，施設の運転管理および設備の設計施工を実
施した下記の業者以外では不可能である。

157 委託

柏市公共施設予約システム市民交流セン
ター追加業務委託

平成２７年３月議会により，市民交流センターが新しい市民の活動と交流の拠点と
して，平成２８年５月から柏駅東口D街区第一地区商業住宅複合ビル内に開館する
ことが決定した。これに伴い，市民の利便性を図るため，地域支援課で運用してい
る柏市公共施設予約システムに市民交流センターグループを追加し，付属する機器
を導入するもの。

現柏市公共施設予約システムは，平成２７年３月より地域支援課が富士通と契約を
締結している。これにより，開発運用する当該業者に発注することで安定的な稼動
が見込まれる。よって，地方自治法施行例第１６７条の２第１項第２号「契約の性
質上競争入札に適さないもの」と判断されるため，以下業者と契約を締結したい。

千葉市中央区新町 富士通株式会社
３番地１３
千葉支社

総価

平成27
3,002,400 年12月2 ２号
日

本市の街頭防犯カメラシステムは，株式会社レオンにより設置され，適切に保守
管理が行われている。 本件は，当該業者が設置し，管理している街頭防犯カメラ
システムを柏市消防指令センターに設置する専用ＰＣを運用し，遠隔で操作すると
ともに，当該カメラシステムから得られる映像を消防情報指令システムに連動し，
指令センター及び災害対策本部スクリーンに映写するものである。 本業務は，既
総務部防災安全課所管の街頭防犯カメラシステムと消防情報指令システムの連動
設の街頭防犯カメラシステムに連動し，遠隔で操作できる環境を設定しなければな
らず，受託業者は当該カメラシステムに精通したものでなければならない。 当該
業者は，既設カメラシステムを設置・管理しており，これらのシステム連動を適
正，円滑に執行できる唯一の事業者であることから，一者随意契約として契約を締
結することとしたい。

長野県小諸市御影
株式会社レオン
新田１４２５番１

総価

平成27
972,000 年12月3 ２号
日

158 委託

街頭防犯カメラシステム連動設定委託

協働推進課

警防課

29

一者随意契約理由の公表

区分

159 委託

件名

柏市本庁舎基幹ＬＡＮ張替等業務委託

H27.4.1-H28.3.31

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

発注部署

案件の概要

情報政策課

庁内ネットワークの整備及び運用管理については，平成１２年度の導入時より，
一括して下記業者に委託している。 その理由として，①ネットワーク全体構成
（業務系・情報系）②ルーティング等の通信経路③セキュリティに関する設定（Ｆ
Ｗ等）④回線・機器等の種類⑤ＬＡＮ配線（経路）などの要素を包括的且つ総合的
基幹部分におけるＬＡＮの張替作業を行うもの。また，それに伴う機器の入替や
に取り扱うことができなければ，障害時の迅速な対応や，ネットワークの追加・変
回線速度の変更について併せて行うもの。
更等を行うことが出来ないからである。 したがって，本契約に基づく作業につい
ても，下記業者以外に委託した場合，既設のネットワーク運用管理に多大な支障を
きたす恐れがあることから一体的に運用することを想定した契約が必要となるた
め。

柏市若柴字入谷津 株式会社ディー・
総価
１番１９５
エス・ケイ

平成27
7,452,000 年12月4 ２号
日

警防課

本市及び我孫子市において，共同で整備し運用している消防情報指令システム
は，日本電気株式会社が開発，整備し，現在，適切に保守管理業務を行っている。
本件は，消防情報指令システムの一部である車両運用端末装置の設置委託業務であ
る。本業務は，柏市消防指令センターにおいて運用している当該システムの本体と
柏市に新規配備する消防車及び我孫子市に新規配備する救急車に対し，車両運用
消防車・救急車において運用している車両運用端末装置をＦＯＭＡ回線及び無線通
端末装置を設定する。
信により連動するものである。 今回契約の相手方として選定した日本電気株式会
社は，前述したとおり，本市消防情報指令システムを開発・管理している業者であ
り，当該システムを唯一取り扱える業者であることから，一者随意契約として契約
を締結することとしたい。

千葉県千葉市美浜
日本電気株式会社
総価
区中瀬二丁目６番
千葉支社
地１

平成27
5,918,400 年12月4 ２号
日

160 委託

車両運用端末装置設定委託

161 委託

社会保障・税番号制度導入に伴う住民情報
情報政策課
システム（総務省分）改修業務委託

本件は，全国の自治体及び行政機関の間で，住民情報をやり取りすることができる
よう，国が示した仕様に従い，既存宛名システムを改修するものである。コン
社会保障・税番号制度に対応するため，既存システムに必要な改修を加えるもの。 ピューターシステムは，開発した業者により，データベース構造やコード表など，
独自に管理しているため，他の業者が改修をすることは困難であり，現行システム
の開発・運用を行っている相手方を選定したものである。

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

平成27
1,741,500 年12月8 ２号
日

162 委託

社会保障・税番号制度導入に伴う住民情報
収納課
システム（総務省分）改修業務委託

本件は，全国の自治体及び行政機関の間で，地方税事務に関する情報をやり取りす
ることができるよう，国が示した仕様に従い，既存税務システムを改修するもので
社会保障・税番号制度に対応するため，既存システムに必要な改修を加えるもの。 ある。コンピューターシステムは，開発した業者により，データベース構造やコー
ド表など，独自に管理しているため，他の業者が改修をすることは困難であり，現
行システムの開発・運用を行っている相手方を選定したものである。

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

平成27
1,591,380 年12月8 ２号
日

163 委託

社会保障・税番号制度導入に伴う住民情報
市民税課
システム（総務省分）改修業務委託

本件は，全国の自治体及び行政機関の間で，地方税事務に関する情報をやり取りす
ることができるよう，国が示した仕様に従い，既存税務システムを改修するもので
社会保障・税番号制度に対応するため，既存システムに必要な改修を加えるもの。 ある。コンピューターシステムは，開発した業者により，データベース構造やコー
ド表など，独自に管理しているため，他の業者が改修をすることは困難であり，現
行システムの開発・運用を行っている相手方を選定したものである。

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

平成27
1,326,780 年12月8 ２号
日

164 委託

社会保障・税番号制度導入に伴う住民情報
資産税課
システム（総務省分）改修業務委託

本件は，全国の自治体及び行政機関の間で，地方税事務に関する情報をやり取りす
ることができるよう，国が示した仕様に従い，既存税務システムを改修するもので
社会保障・税番号制度に対応するため，既存システムに必要な改修を加えるもの。 ある。コンピューターシステムは，開発した業者により，データベース構造やコー
ド表など，独自に管理しているため，他の業者が改修することは困難であり，現行
システムの開発・運用を行っている相手方を選定したものである。

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

平成27
821,340 年12月8 ２号
日
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一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

社会保障・税番号制度導入に伴う住民情報
市民課
システム（総務省分）改修業務委託

本件は，全国の自治体及び行政機関の間で，地方税事務に関する情報をやり取りす
ることができるよう，国が示した仕様に従い，既存税務システムを改修するもので
社会保障・税番号制度に対応するため，既存システムに必要な改修を加えるもの。 ある。コンピューターシステムは，開発した業者により，データベース構造やコー
ド表など，独自に管理しているため，他の業者が改修をすることは困難であり，現
行システムの開発・運用を行っている相手方を選定したものである。

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

166 委託

スマートサイクル駐輪設備製作設置委託

本業務は，かしわスマートサイクルの利用促進対策として，昨年度千葉大学と共
同で実施した駐輪設備のデザイン開発をもとに，汎用性のある自転車ラックを製
作，設置することを目的とする。 かしわスマートサイクルは，平成２２年度より
実証実験として本市ならびに柏市まちづくり公社にて取り組んでいる施策であり，
柏の葉キャンパス駅周辺における複数のサイクルポート（貸出・返却拠点）を利用
して，どこのサイクルポートでも自転車の貸出，返却が自由に行えるコミュニティ
サイクルである。

昨年度の駐輪設備のデザイン開発においては，公･民･学（柏市，柏市まちづくり
公社，柏の葉アーバンデザインセンター，三井不動産㈱，千葉大学）連携にてデザ
インを完成させたところであるが，市内業者である阿部スクリーン印刷㈱にも参画
頂き，試作品から本製品の製作まで実施頂いたところである。 本業務を実施する
上で，製品が特殊な形状であるため，3Dプリンターによる型版製作など高度な技術
が必要であり，経験の熟度からコスト低減にもつながるとし，阿部スクリーン印刷
㈱が業務を実施することが適当と判断する。

千葉県柏市旭町8- 阿部スクリーン印
総価
5-5
刷株式会社

平成27
2,138,400 年12月
15日

２号

167 委託

社会保障・税番号制度導入に伴うシステム
保険年金課
改修業務委託（厚生労働省分）

本件は，全国の自治体及び行政機関の間で，住民情報をやり取りできるよう，国が
示した仕様に従い，既存システムを改修するものである。コンピューターシステム
社会保障・税番号制度に対応するため，既存システムに必要な改修を加えるもの。 は，開発した業者により，データベース構造やコード表など，独自に管理している
ため，他の業者が改修をすることは困難であり，現行システムの開発・運用を行っ
ている相手方を選定したものである。

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

平成27
1,141,560 年12月
18日

２号

168 委託

社会保障・税番号制度導入に伴うシステム 高齢者支援
改修業務委託（厚生労働省分）
課

本件は，全国の自治体及び行政機関の間で，住民情報をやり取りできるよう，国が
示した仕様に従い，既存システムを改修するものである。コンピューターシステム
社会保障・税番号制度に対応するため，既存システムに必要な改修を加えるもの。 は，開発した業者により，データベース構造やコード表など，独自に管理している
ため，他の業者が改修をすることは困難であり，現行システムの開発・運用を行っ
ている相手方を選定したものである。

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

平成27
700,920 年12月
18日

２号

169 委託

社会保障・税番号制度導入に伴うシステム
障害福祉課
改修業務委託（厚生労働省分）

社会保障・税番号制度に対応するため，既存システムに必要な改修を加えるもの。

本件は，全国の自治体及び行政機関の間で，住民情報をやり取りできるよう，国が
示した仕様に従い，既存システムを改修するものである。独自に管理しているた
め，他の業者が改修をすることは困難であり，現行システムの開発・運用を行って
いる相手方を選定したものである。

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

平成27
774,360 年12月
18日

２号

170 委託

社会保障・税番号制度導入に伴うシステム
保育運営課
改修業務委託（厚生労働省分）

本件は，全国の自治体及び行政機関の間で，住民情報をやり取りできるよう，国が
示した仕様に従い，既存システムを改修するものである。コンピューターシステム
社会保障・税番号制度に対応するため，既存システムに必要な改修を加えるもの。 は，開発した業者により，データベース構造やコード表など，独自に管理している
ため，他の業者が改修をすることは困難であり，現行システムの開発・運用を行っ
ている相手方を選定したものである。

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

平成27
491,400 年12月
18日

２号

165 委託

交通政策課
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平成27
351,000 年12月8 ２号
日

一者随意契約理由の公表

区分

171 委託

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

社会保障・税番号制度導入に伴うシステム こども福祉
改修業務委託（厚生労働省分）
課

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

本件は，全国の自治体及び行政機関の間で，住民情報をやり取りできるよう，国が
示した仕様に従い，既存システムを改修するものである。コンピューターシステム
社会保障・税番号制度に対応するため，既存システムに必要な改修を加えるもの。 は，開発した業者により，データベース構造やコード表など，独自に管理している
ため，他の業者が改修をすることは困難であり，現行システムの開発・運用を行っ
ている相手方を選定したものである。

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

平成27
941,760 年12月
18日

２号

公園台帳電算業務：一式新規提供公園等の公園台帳及び図面等の作成業務

当該業務については，平成２６年度から（株）パスコが開発した公園台帳管理シス
テムを使用し，新規公園の基礎データの入力を行っているところである。 具体に
は，都市公園等の基本台帳（文字情報及び地図情報）を電算化するものであり，本
業務は，地図情報のデ－タ入力が主であることから，当初から電算システムを開発
した業者が直接入力業務を行うことで，データ入力時にシステム異常が発生した場
合，混乱を未然に防ぐことが可能となる。
このことから，地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第２号の規定により，下記のとおり随意契約を締結するもので
ある。

千葉市美浜区中瀬 株式会社パスコ
１－７－１
千葉支店

総価

平成27
799,200 年12月
21日

２号

平成27
1,328,400 年12月
28日

２号

総価

平成28
823,986 年1月6
日

２号

２号

172 委託

公園台帳電算業務委託

173 委託

申告受付会場変更に伴うネットワーク敷設
市民税課
業務委託

中央公民館への申告受付会場の変更に伴い，現在ネットワーク環境にない同館
に，ネットワークの敷設を行うもの。

例年，本庁舎１階ロビーで実施していた申告期間（２月１６日～３月１５日）に
おける申告受付（市民税・県民税申告及び確定申告）が，今年度は同ロビーで行え
なくなり，中央公民館へと会場が変更になった。 本件は，現在ネットワーク環境
にない中央公民館において，例年同様に申告受付を行える環境を整える業務委託で
あり，ネットワーク敷設を行い，従来のシステムを使用可能とするものであるた
め，システム開発業者であり，運用も行っている相手方を選定したものである。

株式会社
柏市若柴字入谷津
ディー・エス・ケ 総価
１番１９５
イ

174 委託

道の駅しょうなん及び鷲野谷農業交流拠点
農政課
配置計画作成業務委託

本業務は，「道の駅における地域拠点機能の強化及び地域活性化に向けたネット
ワーク形成事業委託」との関連業務として，その実証実験の結果と「手賀沼アグリ
エントランスパーク構想」に基づき，道の駅しょうなんの再整備に向けた配置計画
案及び第二の交流拠点として整備する鷲野谷農業交流拠点の配置計画案を併せて作
成し，県や地元との協議を効率的に行うための資料することを目的とする。

本業務は，県や地元等との協議において，手賀沼周辺地域の人の導線と関係施設
の役割分担を明確にしながら，配置計画案を作成する必要があるため，以下の理由
により，当該会社を契約先として選定した。・昨年度取りまとめた「手賀沼アグリ
エントランスパーク構想」の内容を熟知していること。・今年度実施している「道
の駅における地域拠点機能の強化及び地域活性化に向けたネットワーク形成事業」
の実証実験の結果を踏まえた配置計画案を作成できること。

神奈川県厚木市寿 株式会社
町1-4-3-2
究所

175 委託

社会保障・税番号制度導入に伴う生活保護
生活支援課
システム改修業務委託

社会保障・税番号制度に対応するため，（１）宛名管理システム（２）生活保護
生活保護システムの契約相手であり，個人情報の取り扱い等の観点からも他社へ
システム（３）その他に対し様々な機能を追加する。
の委託は考えられない。

秋田県秋田市南
北日本コン
通築地１５番３２ ピューターサービ 総価
号
ス株式会社

平成28
7,776,000 年1月8
日

柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委
北部整備課
託

当該業務は「柏の葉国際キャンパスタウン構想」に係る「質の高い都市空間のデ
ザイン」を具現化するための業務であり，キャンパスタウン構想を熟知しているこ
とと，構想実現のためのノウハウや現場に精通していることが重要である。 当該
本委託は，「柏の葉国際キャンパスタウン構想」の目標の一つである「質の高い 法人は，従前より「柏の葉国際キャンパスタウン構想」の構築や，見直し業務に携
都市空間のデザイン」を具現化させるために設置している「空間デザイン部会」に わっており，また，空間デザイン部会メンバーの一員として参画し，柏の葉キャン
おける協議資料の作成及び今年度の協議・検討内容をとりまとめ，報告書の作成を パス駅周辺公民学連携のまちづくりの中心的役割を担っていることから，柏の葉
行うもの。
キャンパス駅周辺地区のまちづくりに精通している。 また，当該法人は柏市より
景観整備機構の指定を受けており，景観に係る業務を担う法人の中で希有の存在で
ある。 以上のことから当該法人は本委託に必要となる十分な経験と知識を保有
し，現場に精通していることから，当該法人を契約の相手方として選定するもの。

柏市若柴１８４番
（一社）柏の葉
地１柏の葉キャン
アーバンデザイン 総価
パス１４９街区１
センター
３

平成28
1,404,000 年1月14 ２号
日

176 委託

公園管理課
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流通研

一者随意契約理由の公表

区分

所在

柏市公式ホームページリニューアル業務委
秘書広報課
託

『柏市オフィシャルウェブサイト』は，平成２３年３月から運用され本年度の更
新時点で５年が経過する。この間，スマートフォンの普及などによりマルチデバイ
スへの対応などホームページのあり方が変化してきている。 また，災害時の公的
ホームページとしてのサービスの提供のための強化や，不正なアクセスを防止する
ための高度なセキュリティを実現する必要がある。 そのため市民の利便性の向上
のためのホームページのリニューアルと高可用性，高セキュリティを実現するため
本案件では，ホームページ自体のリニューアル，ＣＭＳバージョンアップ，サー
バー機器等の入れ替えを実施する。 併せて，インターネット男女共同参画セン
ター「参画ｅｙｅ」の本サイトへの移行，及び消防局ホームページの本サイトへの
移行にあたり，消防指令システムと本サイトとのデータ連携機能追加を行うもの。

本案件の実施にあたり導入のコスト等を検討した。 ホームページのリニューア
ルについては，現行業者ではない場合にはデータ移行が発生し，移行費用（１ペー
ジあたり１，０００円，総ページ数は１５，０００ページ）が必要となること。
ＣＭＳについては，他社製品でも機能的には大差はない。しかし，新製品にした場
合，職員が操作方法について覚えなおす必要があり，そのための研修費用等（１，
０００，０００円程度）が発生すること。 また，インターネット男女共同参画セ
ンター「参画ｅｙｅ」及び消防局ホームページを本サイトに移行し当該ＣＭＳで管
理を行うことになることから，移行及び改修も当該事業者のみが実施可能であるこ
と。 以上，費用と作業効率の面から現行業者を継続して選定することとした。

福井県坂井市丸岡
三谷コンピュータ
総価
町熊堂第３号７番
株式会社
地１－１３

柏市公式ホームページリニューアル業務委 男女共同参
託
画室

『柏市オフィシャルウェブサイト』は，平成２３年３月から運用され本年度の更
新時点で５年が経過する。この間，スマートフォンの普及などによりマルチデバイ
スへの対応などホームページのあり方が変化してきている。 また，災害時の公的
ホームページとしてのサービスの提供のための強化や，不正なアクセスを防止する
ための高度なセキュリティを実現する必要がある。 そのため市民の利便性の向上
のためのホームページのリニューアルと高可用性，高セキュリティを実現するため
本案件では，ホームページ自体のリニューアル，ＣＭＳバージョンアップ，サー
バー機器等の入れ替えを実施する。 併せて，インターネット男女共同参画セン
ター「参画ｅｙｅ」の本サイトへの移行，及び消防局ホームページの本サイトへの
移行にあたり，消防指令システムと本サイトとのデータ連携機能追加を行うもの。

本案件の実施にあたり導入のコスト等を検討した。 ホームページのリニューア
ルについては，現行業者ではない場合にはデータ移行が発生し，移行費用（１ペー
ジあたり１，０００円，総ページ数は１５，０００ページ）が必要となること。
ＣＭＳについては，他社製品でも機能的には大差はない。しかし，新製品にした場
合，職員が操作方法について覚えなおす必要があり，そのための研修費用等（１，
０００，０００円程度）が発生すること。 また，インターネット男女共同参画セ
ンター「参画ｅｙｅ」及び消防局ホームページを本サイトに移行し当該ＣＭＳで管
理を行うことになることから，移行及び改修も当該事業者のみが実施可能であるこ
と。 以上，費用と作業効率の面から現行業者を継続して選定することとした。

福井県坂井市丸岡
三谷コンピュー
町熊堂第３号７番
ター株式会社
地１－１３

総価

平成28
2,916,000 年1月14 ６号
日

179 委託

柏市公式ホームページリニューアル業務委
企画統制課
託

『柏市オフィシャルウェブサイト』は，平成２３年３月から運用され本年度の更
新時点で５年が経過する。この間，スマートフォンの普及などによりマルチデバイ
スへの対応などホームページのあり方が変化してきている。 また，災害時の公的
ホームページとしてのサービスの提供のための強化や，不正なアクセスを防止する
ための高度なセキュリティを実現する必要がある。 そのため市民の利便性の向上
のためのホームページのリニューアルと高可用性，高セキュリティを実現するため
本案件では，ホームページ自体のリニューアル，ＣＭＳバージョンアップ，サー
バー機器等の入れ替えを実施する。 併せて，インターネット男女共同参画セン
ター「参画ｅｙｅ」の本サイトへの移行，及び消防局ホームページの本サイトへの
移行にあたり，消防指令システムと本サイトとのデータ連携機能追加を行うもの。

本案件の実施にあたり導入のコスト等を検討した。 ホームページのリニューア
ルについては，現行業者ではない場合にはデータ移行が発生し，移行費用（１ペー
ジあたり１，０００円，総ページ数は１５，０００ページ）が必要となること。
ＣＭＳについては，他社製品でも機能的には大差はない。しかし，新製品にした場
合，職員が操作方法について覚えなおす必要があり，そのための研修費用等（１，
０００，０００円程度）が発生すること。 また，インターネット男女共同参画セ
ンター「参画ｅｙｅ」及び消防局ホームページを本サイトに移行し当該ＣＭＳで管
理を行うことになることから，移行及び改修も当該事業者のみが実施可能であるこ
と。 以上，費用と作業効率の面から現行業者を継続して選定することとした。

福井県坂井市丸岡
三谷コンピュータ
総価
町熊堂第３号７番
株式会社
地１－１３

平成28
432,000 年1月14 ６号
日

180 委託

社会保障・税番号制度の導入に係る柏市保
総務企画課
健所情報システム改修業務委託

社会保障・税番号制度の導入に伴う情報連携に係る柏市保健所情報システムのプ
柏市保健所情報システムは，日本コンピューター株式会社のパッケージソフトを
ログラム改修（柏市役所内の連携の基幹となる共通宛名システムとの連携（住登外 使用しているものであり，他社が改修作業を行うことができない。よって，日本コ
者を含む）を含む）。
ンピューター株式会社が改修作業を円滑に実施できる唯一の業者である。

平成２７年度道路台帳電算補正業務委託

道路台帳の作成は，道路法２８条により道路管理者に義務付けられ，道路台帳の
内容（記載事項，様式，保管場所等）については，道路法施行規則第４条の２に定
め，全国的な統一が図られている。 当市では，昭和５８年度より道路法第２８条
に基づく道路台帳整備を行い，新設・変更等の補正を毎年実施している。 平成１
７年度より，窓口等に道路管理システムを利用しており，現況道路データとの整合
性が取れるよう迅速かつ経済的な台帳補正が求められている。 本業務は，新たに
現地測量を行ったことにより得られたデータ等を道路台帳整備に係る補正分等の
データ修正を道路管理システムに反映させるものである

181 委託

道路管理課

柏市が導入している上記道路管理システムのプログラム等の著作権は，国際航業
株式会社が保有しているため，下記の契約の相手方以外の者が，この道路管理シス
テムのプログラム等を使用して，上記データの修正を行うことは難しい。 また，
今回新たに当該相手方がシステムを提供し保有している柏市の上下水道の各システ
ムのデータを，本件システムデータに反映させることを含む仕様となっており，当
該相手方以外の者が，当該道路管理システムの修正を行うためには，新たに同様の
システムのプログラム等の開発等が必要となり，非効率，かつ，非経済的である。
本件システムの使用方法等にも精通しているため，当該相手方と契約すると，経済
的な優位性が見込まれるほか，本件業務の円滑かつ適切な遂行に資するものと見込
まれることから契約相手として選定した。
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商号(名称)

福岡県北九州市小
日本コンピュー
倉北区鍛冶町二丁
ター株式会社
目４番１号

契約日

契
約
方
法

契約の相手方を選定した理由

178 委託

発注部署

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

案件の概要

177 委託

件名

H27.4.1-H28.3.31

平成28
15,660,000 年1月14 ６号
日

総価

平成28
2,138,400 年1月18 ２号
日

千葉市美浜区中瀬 国際航業(株)千葉
総価
１丁目３番地
支店

平成28
9,396,000 年1月20 ２号
日

一者随意契約理由の公表

区分

182 委託

H27.4.1-H28.3.31

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

件名

発注部署

案件の概要

高圧ガス製造施設保守点検（定期自主検
査）

警防課

柏市消防局東部消防署，沼南消防署及び西部消防署たなか分署に配置する高圧ガ
柏市消防局で保有する車載型及び移動式高圧ガス製造施設は，消防隊が火災現場 ス製造施設（空気）は，バウアー・コンプレッサー株式会社製である。 当該充填
で活用する空気呼吸器の空気ボンベに圧縮空気を製造する施設であり，高圧ガス保 施設は，圧縮装置機器等の技術革新やＩＴ化に伴う操作装置の導入により，施設に
安法及び一般高圧ガス保安規則に基づき定期自主検査を実施するもの。
精通した技術者による保守点検整備が必要となり，他のメーカーでは技術者が確保
できず，また修理及び部品等の調達も困難でコストアップとなるため。

岩手県北上市流通
バウアー・コンプ
総価
センター１０番３
レッサー株式会社
６号

平成28
928,800 年1月20 ２号
日

同社は既に平成27年度の日本語版の冊子，パワーポイントのデータ及び英語版の
パワーポイントのデータを納品したところであり，英語版の冊子の編集・印刷も同
社が行うことにより単純な英訳ではなく，企業誘致に特化した意図をもった翻訳及
びデザインが担保されるほか，日本語版の冊子と英語版の冊子のデザインの連動さ
れ，国内の外国企業が本国への説明をする際に重要な役割を果たすと期待できる。
さらに，既に日本語版冊子を作成した同社が編集を行うことにより，作業の効率化
と期間の短縮化が図ることが可能となる。また，デザインや冊子発行の意図などの
担当職員とのやり取りを減らすことによる，発注者側の作業量も減ることが明らか
である。以上のことから地方自治法施行令第１６７条の２第１項の第６号の規定に
より同社と契約することとしたい。

京都府京都市右京
株式会社ジャパン
区西京極西池田町
インターナショナ 総価
９番地５号 西京
ル総合研究所
極駅前ビル６階

平成28
1,328,400 年1月22 ６号
日

183 委託

ＰｒｏｍｏｔｉｏｎＢｏｏｋＫＡＳＨＩＷ
商工振興課
Ａ英語版作成委託

今回発行を予定している英語版のPR冊子は，本年６月より９月にかけて作成した
企業誘致及び住民誘致用のPR冊子「Promotion Book KASHIWA」同様，有力な海外企
業を誘致するために活用するものであり，他市の冊子よりも秀でたものにする必要
性があり，質が確保されることが求められる。 また，内容についても日英同時の
プレゼンテーションにも耐えうる内容とする必要があり，日本語版のPR冊子と対と
なるデザインにする必要性がある。 本件は，国内にある海外企業から本国への説
明の際に同資料を活用することが有意義との提案を受けており，利用度合いは高い
ものと期待できうるものる。 また，本事業は海外企業への営業を行う最重要ツー
ルであり，本冊子が完成しなければ海外企業への誘致活動が停滞することとなる。
また，国の交付金事業であり，また年度内に事業を完了するためには短期間で作成
する必要があるなど，時間的制約がある。

184 委託

柏市教育委員会学校財務システム改修業務
学校財務室
委託

当該システムは，下記業者が独自に開発・構築したものであり，システム機能の
拡充業務を請け負うなどの実績がある。作業内容も丁寧で，メンテナンスの対応も
柏市教育委員会の学校財務システム（以下，「システム等」という。）の処理速
迅速であり，信頼のおける業者である。 また，本システムでは，既に履行済の
度及び効率の向上を図るため，システム等の改修及び設定を最適化するもの。
データが蓄積されており，同一業者以外の者に履行させた場合，責任の所在が不明
確になるなど，著しい支障が生じるおそれがあるため。

グローバルビジネ
東京都墨田区錦糸
スソリューション 総価
一丁目２番１号
株式会社

平成28
745,200 年1月22 ２号
日

人・農地プラン農地利用配分計画図作成業
農政課
務委託

千葉県土地改良事業団体連合会では，平成１８年度より農林水産省の補助事業
「水土里情報利活用促進事業」を活用し，本市も含めた県下全域の県営造成水利施
設情報のほか，オルソ画像（航空写真），地形図及び農地情報用を一元管理するＧ
ＩＳ（水土里情報システム）を整備している。 このシステムを活用するにあた
り，平成２３年度に千葉県緊急雇用創出事業臨時特例基金の適用を受け実施した
本業務は，人・農地プラン策定に必要な農地利用配分計画図作成等及びシステム 「農地情報整備事業」により市内の農地情報を整備した。さらに，毎年度最新版の
データの作成を行うことを目的とする。
地番図を基に農地情報データベースの更新を行い，必要に応じた形式の図面を作成
しているため，相当量の情報が蓄積されている。 本業務は，蓄積された情報に最
新の現況を反映させつつ，必要な図面を作成するものである。上記システムを活用
すると新たなシステムを構築する必要がなく，現況を迅速に反映させることが可能
である。よって，本業務委託を円滑・迅速に執行していくために，地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第２号により，下記業者と一者随意契約したい。

千葉市美浜区新港 千葉県土地改良事
総価
249番地5
業団体連合会

平成28
702,000 年1月26 ２号
日

柏市都市計画業務支援システムデータ更新
都市計画課
業務委託（その２）

都市計画業務支援システム（“URBAN MAP”）は，国際航業株式会社が開発したア
プリケーションソフトをベースに，同社が本市に即したかたちでカスタマイズを施
したものである。よって，同社は，開発環境や現状について熟知しており，本シス
本業務委託は，本年度に決定・変更する都市計画について，図形・属性情報を更 テムへのデータのインストールや稼動環境の設定にあたり，他者よりも正確な業務
千葉市美浜区中瀬 国際航業株式会社
総価
新し，現在稼働中の都市計画業務支援システム（“URBAN MAP”）等で使用する
遂行が期待でき，かつ経済的，工程的優位性も高いと言える。また，契約の相手方
１丁目３番地
千葉支店
データ及び窓口閲覧図の更新を行うことを目的とする。
を変更することによる，稼働環境の混乱，不動作時の業務への支障・停滞を回避す
る事ができる。 以上の理由から，本契約については，本システムの開発元である
下記業者と，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び６号により随意契
約を締結したい。

平成28
691,200 年1月26 ２号
日

185 委託

186 委託
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一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

案件の概要

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約日

契
約
方
法

柏市公式ホームページ・ＣＭＳ管理運用業
秘書広報課
務委託

柏市公式ホームページについて，安定的かつ継続的に情報発信が行えるよう、コン 平成２８年３月に柏市公式ホームページをリニューアルし，当該月より運用を開始 福井県坂井市丸岡
三谷コンピュータ
総価
テンツマネジメントシステム（e-clear）と公開用サーバ，バックアップシステ
するところであるが，柏市公式ホームページを管理するＣＭＳ（e-clear）は，当該 町熊堂第３号７番
株式会社
ム，リモートアクセス環境等に関する運用管理・保守等の業務を委託するもの
事業者の自社開発製品であることから，他の事業者では保守管理が行えないため。 地１－１３

188 委託

教育用ＬＡＮ敷設設定業務委託

教育研究所

沼南庁舎４階に教育用ＬＡＮを敷設し，各系統のサーバーへのアクセス及びイン
ターネット接続ができるよう設定を行うこと。

柏市内の既存の教育用ＬＡＮを敷設した唯一の業者であり，沼南庁舎のネットワー
クシステム環境構築や教育用ＬＡＮ敷設にも携わった。既存庁舎内ネットワークシ
ステム環境やＬＡＮを熟知していることで，委託業務の履行に際して必要な動作確
認作業等の工程を省くことや，万が一トラブルが発生した場合にも，迅速に復旧す
ることが可能である。また，機器移設後の動作確認は，既存のネットワークシステ
ム環境や教育用ＬＡＮとの兼ね合いから，この業者のみができる作業となる。

柏市光ケ丘四丁目
（株）勉強堂
４番５号

189 委託

福祉台帳制度改正に伴うシステム改修委託

高齢者支援
課

介護保険制度改正に伴い，特養待機管理データベースの改修および入出力のイン
ターフェイスの見本納品をする。

当該システムの基幹は，株式会社ディー・エス・ケイにより開発されたものであ
り，本改修について，他社による安定かつ適正な価格での改修は不可能なため。

柏市若柴字入谷津 株式会社ディー・
総価
１番１９５
エス・ケイ

平成28
1,188,000 年2月3
日

190 委託

柏市営住宅管理システムデータ移行業務委
住宅課
託

株式会社
柏市若柴字入谷
ディー・エス・ケ 総価
津１番１９５
イ

平成28
2,052,000 年3月29 ２号
日

187 委託

本業務の遂行にあたっては，現行システムの契約者である本契約の相手方しか移
柏市営住宅管理システムの更新にあたり，本契約の相手方に移行用データを抽出 行用データの抽出をすることができず，契約の性質又は目的が競争入札に適しない
させるもの
ものであることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき一者
随意契約としたい。
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総価

平成28
21,060,000 年1月26 ２号
日

平成28
684,720 年1月27 ２号
日

２号

一者随意契約理由の公表

区分

H27.4.1-H28.3.31

件名

発注部署

案件の概要

191 物品

内外教育

学校財務室

柏市立小中学校において学校運営の参考として活用している，刊行物「内外教育」 この刊行物は，当該業者が発行及び販売しており，他者からの購入ができないもの
の定期購読について，一括して行うもの
であるため。

東京都中央区銀座 株式会社
５丁目１５番８号 信社

192 物品

園児用教材「よいこのがくしゅう」

保育運営課

５歳児用雑誌である「よいこのがくしゅう」を各園へ納品することの出来る業者
５歳児用の園児用教材（月刊誌）を柏市立保育園２２園の５歳児約６２０人分を は，特約店である（有）バンビーノ松山である。また「よいこのがくしゅう」は特
毎月購入するものであり，月々の園児数は転入により変動するため，単価契約とす 約店以外では購入することはできない。 従って，地方自治施行令第１６７条の２
る。
第１項第２号の契約の性質上競争入札に適さないものと判断されるため，下記の業
者と随意契約を締結したい。

千葉県松戸市根
有限会社
木内１２２－２
ビーノ松山

193 物品

194 物品

195 物品

複写式連絡帳（０・１歳児用）

女性消防操法用可搬式消防ポンプ一式

平成２７年度版柏市例規集単行本

契約の相手方を選定した理由

所在

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

商号(名称)

時事通

総価

契約日

平成27
2,772,144 年4月1
日

契
約
方
法

２号

単価

平成27
380.16 年4月17 ２号
日

保育運営課

平成27年度より複写式連絡帳の導入決定にあたり，複写式連絡帳のサンプルを取
り寄せ，リーダー園長による選定協議を実施した結果，メイトの乳幼児れんらく
ちょう・複写式（時間表つき）を使用することが決定した（別添参照）。メイトの
0歳児，1歳児クラスの連絡帳を購入するもの。本件にて各園児の年間使用分（対
柏市豊四季２７８
乳幼児れんらくちょう・複写式（時間表つき）は柏市内では唯一の販売店である株
株式会社エール
象園児数約757人）を購入する。
番地９２
式会社エールでしか購入できず，地方自治施工令第１６７条の２第1項第２号の契約
の性質上競争入札に適さないものと判断されるため，下記の業者と随意契約を締結
したい。

単価

平成27
343.44 年4月23 ２号
日

（消防）総
務課

平成２６年度より柏市消防団に女性消防団員１４名が任命された。２年に1度行
われる全国女性消防操法大会に千葉県代表として出場することが決定された。 今
回購入しようとする女性消防操法用可搬式消防ポンプは，一般社団法人自治総合セ
ンターが，宝くじの社会貢献広報事業の一環として実施している平成２７年度コ
ミュニティ助成業の消防団育成助成事業に申請し，平成２７年３月２５日に平成２
７年度コミュニティ助成事業助成金８０万円が柏市に決定されたことにより購入す
るもの。

総価

平成27
864,000 年4月23 ２号
日

行政課

本市では，平成１３年７月の例規システム導入時からの本市の全例規データを持
つ者と同一であることが有利であること及び本市が文書ソフトに部分的に導入して
いるキング・ソフトライター（２０１３年のバージョン）と互換性のあることが不
可欠であることから・株式会社ぎょうせいの提供する例規データベースシステムを
平成２７年４月１日現在の本市の例規データを印刷製本し，平成２７年度版の例 利用し，管理運用等しているところである。 単行本として印刷製本するに当たっ
規の単行本とするもの
ては，本市の例規データを保有し，管理運用する同社と印刷製本契約を締結するこ
とにより，最新の本市の例規データの取込み等の経費の節減及び納期の短縮が見込
める。 しかし，仮に，同社以外との契約締結を行った場合，既存のデータベース
を利用できず，印刷製本以外による経費の発生及び納期までに多大な時間のかかる
おそれが生じる。

申請時に最良と思われるメーカー（トーハツ株式会社製の消防ポンプ）を指定した
ため，当地域を担当している代理店である市内当該業者と一者随意契約することに
より，安価に購入できる見込みがあり，さらに購入後のメンテナンスも迅速に対応
が可能である。 なお，平成２７年度コミュニティ助成事業留意事項第８条事業内
容の変更（要綱第１０関係）により，仕様（ポンプメーカー）の変更は，製品の生
産が中止になるなど，よほどの理由がない限り認められないため，地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第２号により当該業者と随意契約を締結したい。
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千葉県柏市新富町 有限会社
２－６－６１
ウ防災

バン

コンド

東京都江東区新木
株式会社ぎょうせ
総価
場一丁目１８番１
い
１号

平成27
1,017,360 年5月8
日

２号

一者随意契約理由の公表

区分

196 物品

197 物品

198 物品

199 物品

200 物品

件名

柏市議会議員一般選挙投票用紙作成

柏市議会議員一般選挙選挙公報作成

女性消防操法用可搬式消防ポンプ一式

番号発券機システム一式

ホース延長用資機材

H27.4.1-H28.3.31

契約の相手方を選定した理由

商号(名称)

選挙管理委
員会事務局

投票用紙の作成は原稿の管理をはじめ印刷工程はもとより印刷後の刷版の取り扱い
に至るまで一寸たりとも猶予や遺漏があってはならない極めて厳格な作業である。
その点において株式会社秋元印刷は投票用紙の作成に関して国政選挙時に同様な業
務において下請けとして確実に業務を履行した実績があるためその重大性を十分熟
知し秘密保持の点でも優れて信頼性の高い会社である。また印刷裁断計数その他償
柏市議会議員一般選挙の投票用紙の印刷１００枚で入紙，５００枚で結束，１０， 却等の設備面においても十分かつ一貫した機器を備えているため万一の事故に対し
０００枚で包装し納品
ても即応体制で臨むことができ得る。さらには等委員では選挙の管理執行上一人一
票の原則を貫くために投票用紙の厳格な枚数確認がしやすいよう投票用紙１００枚
ごとに入紙５００枚で結束１００００枚で梱包の方法としているがこの点について
も同社において正確な作業が行われてきている。このようなことから競争入札では
なく地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により同社と随意契約と
したい。

柏市中央１－２－
株式会社秋元印刷 総価
１８

平成27
1,598,400 年6月15 ２号
日

選挙管理委
員会事務局

柏市議会議員一般選挙の選挙公報の印刷。印刷は，指定した掲載順に候補者の原文
を縮小印刷。印刷製本１４４，２００部，うち４，６２０部を四つ折り。【選挙公
報作成の重要性について】柏市選挙管理委員会作成の選挙公報は，昭和５７年９月
７日に議員提案により条例化され，昭和５７年１０月１７日執行の柏市長選挙及び
柏市議会議員補欠選挙から当委員会が管理執行する選挙において発行している。こ
の選挙公報は，印刷条件の不備による印刷の濃淡，版組段階での誤り等によって
は，多分に選挙無効になる要因を含んでいるため，作成は，極めて正確な業務が必
要である。 さらに，昭和５８年１２月の公職選挙法改正により，市の管理する選
挙の選挙運動期間が１０日間から７日間に短縮され，公報印刷から各世帯に配布す
るまでの時間的余裕がなくなっている。また，公報印刷にあっては，告示日の午後
５時３０分以降に選挙管理委員会からの掲載順序の指示に従い，版の順序を組み直
し後，印刷に着手し，告示日の翌日午前１時までに刷り上げ，検査を完了し，納品
という一貫した体制が整っていなければならない。万が一校正ミス等の不備が発見
された場合でも，午前８時までに完全修正を行う能力を具備していることが必要と
なる。

案件の概要から，選挙公報作成の重要性は極めて高い。その中で，同社は，設備
面において，十分且つ一貫した機器を備えているため，万一の事態に対しても即応
体制で臨むことができ得ることから，本件の最大の懸案事項である時間的制約にも
対応が可能である。 また，本市が発注した印刷案件においても，選挙に係る案件
を含め，多数の受注実績を有しており，その履行状況からも確実な履行が見込まれ
る。 よって，本件においては，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の
規定により同社と随意契約することとしたい。

柏市中央１－２－
株式会社秋元印刷 総価
１８

平成27
2,180,304 年7月14 ２号
日

（消防）総
務課

今回，購入しようとする女性消防操法用可搬式消防ポンプは，柏市消防団女性分
団が，第２２回全国女性消防操法大会に千葉県代表として出場が決定し，一般社団
法人自治総合センターが，宝くじの社会貢献広報事業の一環として，実施している
平成２７年度コミュニティ助成事業の消防団育成助成事業で，先に１台目を購入
し，訓練を実施しているが，長期間（４月から１０月）の訓練において，週３回の
訓練を実施していることから可搬式消防ポンプの負担，故障等により訓練や大会当
日の影響を考慮し，さらにもう１台を購入するもの。

１台目と同様に最良と思われるメーカー（トーハツ株式会社製の消防ポンプ）を指
定したため，当地域を担当する唯一の代理店である当該業者と一者随意契約するこ
とにより，安価に購入できる見込みがあり，さらに先に購入した１台と併せて，メ
ンテナンスも迅速に対応が可能である。地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号により当該業者と随意契約を締結したい。

千葉県柏市新富町 有限会社
２－６－６１
ウ防災

市民課

市民課で使用している番号発券機（窓口案内受付システム）は設置後１５年経過
し，経年劣化による不具合も重なっており，システム一式を更新するもの。 主要
ハードウェアは次のとおり
・受付システム発券機
・受付窓口用表示ディスプレイ
・個別窓口表示機，同操作機
・職員用周知機
・バックヤード用端末
・交付・証明窓口専用呼出し機
・交付・証明
窓口専用液晶ディスプレイ

平成２５年度から課内で検討を進めており，全職員に対し実績のある４社のデモ
ンストレーション，事務改善担当者会議からの意見，再度のデモンストレーション
の結果，次の理由により契約の相手方の『窓口連携システム「かめさぽ」』を選定
した。 ・汎用品使用のため多くの機器で構成されたシステムの導入が可能 ・ソ
フトウエア制御によるカスタマイズの融通性と職員によるメンテナンスの容易さ
・窓口連携機能を唯一保持しており，将来の他課との連携，拡張性も期待できる
（別途「番号発券機の機種選定について」（柏市民第５５４号）で選定経緯の決裁
あり）

神奈川県横浜市神
日本ソフトウエア
奈川区金港町５番
総価
マネジメント
地３２ ベイフロ
（株）
ント横浜

平成27
6,588,000 年8月26 ２号
日

警防課

今回購入するホース延長資機材の非乗用型電動式ホースレイヤーは，現在，柏市
東部消防署逆井分署に配備している柏逆井ポンプ1号車に積載する専用資機材で
す。火災等の活動において，ホースレイヤーは必要不可欠であり，重要な資機材の
ひとつです。
平成27年5月の災害活動により，被災し使用不能となったため，今
回新たに購入するものです。

柏市東部消防署逆井分署に配備している柏逆井ポンプ1号車は，平成18年3月に株
式会社モリタ社から購入したものです。 特装車である消防車両は，仕様及び他艤
装メーカーと共通・共有している部品はほとんどなく，受注・生産したメーカーで
しか製作できない製品，部品が多数あります。 また，納入後の修理，整備も他
メーカーでは特殊部品の調達も困難であり，運用に支障をきたすおそれ及び経費の
コストアップになることから，下記の該当業者と随意契約するものです。

株式会社
千葉県船橋市小野
テクノス
田町１５３０番地
営業部

平成27
1,920,240 年11月
13日

コンド

総価

モリタ
東日本 総価

契約日

契
約
方
法

案件の概要
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所在

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

平成27
864,000 年8月5
日

２号

２号

一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

201 物品

消防救急デジタル無線装置オプション部品 警防課

202 物品

東西化学産業株式会社製浴槽ろ過装置の修 医療公社管
繕
理課

案件の概要

所在

本市における消防救急デジタル無線装置については，全て沖電気工業株式会社製
品を使用しており，本件は，当該無線装置のオプション部品の購入である。 契約
の相手方として選定した三峰無線株式会社は，沖電気工業株式会社の関東圏内にお
ける特約店契約（無線装置に限る）を締結した企業であり，本市に対し本件におけ
るオプション部品の販売ができる唯一の業者であるため，一者随意契約として契約
を締結することとしたい。

千葉県八千代市勝
三峰無線株式会社
総価
田台北１丁目２０
東関東営業所
番１５号

当該修繕は，現在，介護老人保健施設はみんぐで使用している浴槽ろ過装置の部
平成１０年開設以来使用しているが，機器の劣化によりお湯の設定温度に対して上 品交換が必要となり，その部品については，現保守会社である東西化学産業株式会
昇傾向がある。また，浴槽に濾材が流出することがあるため，修繕をするもの。
社にしか取扱いがない。従って，他の業者では履行することが難しく，上記業者と
契約するものである。

東西化学産業株式
船橋市浜町２丁目
会社 東関東営業 総価
１番１号
所

携帯型消防救急デジタル無線装置のオプション部品の購入
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商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

契約の相手方を選定した理由

契約日

契
約
方
法

平成27
874,800 年12月2 ２号
日

平成27
1,404,000 年12月
16日

２号

一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

情報政策課

システムを使用するためにはパソコン等のＯＡ機器の賃借，機器保守，ソフト
ウェア賃借の要素を考慮する必要があるが，それぞれを別業者と契約した場合，シ
ステム障害発生時の原因究明やシステム復旧に多くの時間を要することとなり，業
務運営に多大な影響を及ぼすことになる。 株式会社ディー・エス・ケイは，行政
事務の電子計算機処理を専門に扱う第三セクターであり，住記，税，保険等の業務
住民記録，税等のオンライン処理に係る機器及びその他各種ＯＡ処理に係るシステ システムの機器のリース，保守，ソフトウェア開発までを一体的に行っているた
ム，機器等を賃借するもの（当該システム，機器等の保守を含む。）
め，障害発生時においても迅速な対応により，障害を最低限に抑えることが期待で
きる。 以上のことから，柏市随意契約ガイドラインにおける「経験，知識を特に
必要とする場合又は現場の状況等に精通した者と契約するとき」及び地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの
をするとき」に該当するため，株式会社ディー・エス・ケイを契約相手に選定す
る。

柏市若柴字入谷津 （株）ディー・エ
総価
１番１９５
ス・ケイ

平成27
273,197,232 年4月1
日

２号

204 賃貸借 土木積算システム賃貸借

技術管理課

土木積算システム（Ａｄｐｅｃ Ｗｉｎ）は，平成１８年度に庁内関係課で構成
する積算システム検討会議において，千葉県内における導入実績及び機能性，作業
１ 賃貸借物件
土木積算システム（Ａｄｐｅｃ Ｗｉｎ）
(1) システム
性，コスト等の観点から導入を決定した積算システムであり，平成１９年度の導入
サーバ
一式
(2) 積算システムソフトウエア
２０ライセン
以降，継続して運用しているものである。 本契約は，引き続き同積算システムを
ス
(3) 積算基準データ
４ライセンス２ 賃貸借期間
平成
運用するため賃貸借契約を行うものであるが，同積算システムは，シーデーシー情
２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
報システム株式会社が開発し，同者だけが賃貸・管理を行っているため，同者との
一者随意契約とするもの。

千葉県千葉市中央
シーデーシー情報
総価
区本千葉町４番３
システム株式会社
号

平成27
6,527,952 年4月1
日

２号

205 賃貸借 電子閲覧簿システム賃貸借

市民課

この電子閲覧簿は住民記録データに基づいているため本市のシステムとの連携が
不可欠であることから，本市の住民記録・印鑑登録システムの業務受託会社である
下記業者と契約を締結したい。

柏市若柴字入谷津 株式会社ディー・
総価
１番１９５
エス・ケイ

平成27
1,992,600 年4月1
日

２号

高額療養費支給業務は，千葉県国民健康保険団体連合会に委託をしているレセプ
ト共同電算処理に基づき実施をしており，本業務はレセプト共同電算処理と連動し
国民健康保険高額療養費及び高額介護合算療養費等の支給対象者に対し，申請勧
て処理をする必要がある。 ちばぎんコンピューターサービス株式会社は，同連合
奨，申請受付，支給決定及び給付データ等の管理を行うために必要なシステム及び
会から共同電算処理を委託されている業者であり，本業務について現在のところ千
機器類の借り上げをするもの
葉県内のほぼ全ての市町村において同社のシステムが導入されており，同社以外に
有効なシステムが見当たらないため

千葉県千葉市緑区 ちばぎんコン
おゆみ野中央６丁 ピュータサービス 総価
目１２番地
株式会社

平成27
2,439,072 年4月1
日

２号

大手電話会社の中で唯一，柏市に営業所があり故障時には，２４時間体制で迅速な
復旧対処が行えるため。また，本庁舎や柏市総合保健福祉施設等への通話の際は，
ひかり電話回線を使用することで，同一法人として通話料金がかからないことか
ら，他社を選択することは困難である。

東日本電信電話株
式会社 ビジネス
千葉市美浜区中瀬 ＆オフィス営業推
総価
一丁目３番地
進本部ビジネス営
業部千葉法人営業
所

平成27
673,920 年4月1
日

２号

公営病院会計及び固定資産管理システムの運用に際して，使用する全機器やソフ
トウェアは，平成１２年度より機器本体やソフトウェア使用権許諾を【買取形式】
ではなく【賃貸借形式】にて調達し，償却資産事務処理・廃棄処理・導入時経費負
担の軽減を行っている。本システム機器の賃貸借契約先としては，①本システムの
著作権を有し，本システムのハードとソフト両面の保守が可能であり，効果的なサ
伝票処理や固定資産管理など日常業務で使用している公営病院会計及び固定資産
ポートと安定的な運用が可能なこと②公営企業会計の知識や会計制度改正に伴う設
管理システムが今年度をもってリース満了することから，今回新規に契約手続きを
定内容等，専門的知識を熟知していること③不測の事態における迅速な対応が可能
行う。
であること④今までの蓄積データが日常業務に支障きたすことなくシームレスな移
行が可能なことが，円滑な稼動環境保持の必要条件である。 従って，本システム
機器の賃貸借契約については，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基
づき，上記条件に合致している唯一の業者である大崎コンピュータエンヂニアリン
グ株式会社千葉支店と契約するものである。

（株）大崎コン
千葉市中央区問屋 ピュータエンヂニ
総価
町１番３５号
アリング 千葉支
店

平成27
4,815,936 年4月1
日

２号

206 賃貸借 高額療養費支給システム機器等賃貸借

保険年金課

ネットコミュニティシステム電話機等賃貸 福祉活動推
207 賃貸借
借
進課

208 賃貸借

公営病院会計及び固定資産管理システム賃 医療公社管
貸借
理課

現在年２回更新の紙媒体の閲覧簿を電子システムに変更する。

ほのぼのプラザますおに設置されている，電話機器等の耐用年数の経過による，
ネットコミュニティシステム電話機等賃貸借一式
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所在

商号(名称)

契約日

契
約
方
法

案件の概要

203 賃貸借 オフィスオートメーション機器等賃貸借

契約の相手方を選定した理由

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

一者随意契約理由の公表

区分

件名

H27.4.1-H28.3.31

発注部署

所在

本件賃貸借契約の対象物件である道路管理システムは，柏市共用空間データ（デ
ジタル都市計画図，道路図形データ，航空写真画像等）を背景画に，位置的情報
（占用申請箇所，工事箇所，設置箇所，道路台帳図，境界査定箇所等）と文字情報
（申請書，許可書，承認書，道路台帳調書，境界査定情報等）とが体系的に管理さ
れたものであり，当該システムを活用することにより，職員が当該情報の保存及び
検索を容易に行うことが可能となるほか，来客者に対しても円滑に当該情報の提供
を行うことを可能とするものである。 本件契約は，上記道路管理システムを構成
するソフトウェア及びハードウェアを借りることを内容とするものである。

本件賃貸借契約の対象物件のうちソフトウェアは，本市の業務に沿うように，下
記の契約の相手方である国際航業株式会社が開発したものであり，同会社の著作物
に該当する。 そのため，本件契約は，同著作物の著作権者からの使用許諾を含む
ことも内容とするものであり，上記ソフトウェアの賃貸借の相手方としては，当該
ソフトウェアの著作権者である同会社以外には存在しない。 また，本件賃貸借契
約の対象物件のうちハードウェアは，前回同様に，賃貸借形式にて調達すること
で，償却資産事務処理，廃棄処理及び導入時経費負担の軽減が可能となるものであ
るほか，上記ソフトウェアと一括して下記の契約の相手方である国際航業株式会社
と契約するが，本市の業務の円滑な運営を確保及び経費の節減を図ることに資す
る。

千葉県千葉市美浜
国際航業株式会社
総価
区中瀬１丁目３番
千葉支店
地

平成27
3,639,600 年4月1
日

２号

下水道経営
課

一般的に，システムを使用するためにはパソコン等ＯＡ機器の賃借，機器保守，
ソフトウェア賃借と３つの契約が必要となるが，それぞれを別業者と契約した場
下水道会計システムと契約事務執行システムの連携，住民記録オンライン業務端 合，システム障害発生時，どこに原因があるのか究明し，システム復旧のために多
末，下水道料金システム，土地使用承諾業務支援システム，下水道整備計画策定支 くの時間を要することとなり，業務運営に多大な影響を及ぼすことになる。 この
援システム用機器，下水道貸付金償還システムの賃借及び機器の保守を行う。
点，株式会社ディー・エス・ケイは，ＯＡ機器のリース，保守，ソフトウェア開発
までを一体的に行っており，同社と契約することでシステム障害発生時でも，迅速
な対応により障害を最低限に食い止めることが期待できる。

柏市若柴字入谷津 （株）ディー・エ
総価
１番１９５
ス・ケイ

平成27
3,056,400 年4月1
日

２号

建築指導課

指定道路判定システムの保守については，専門的な知識を必要とし，安定的な稼
動を目指すうえでは保守業務は必要不可欠です。機器の故障及びシステムの誤作動
が発生した場合，窓口サービスの低下を招くばかりではなく，審査業務に支障をき
たしてしまいます。 また，リース契約とすることについては，パソコンや周辺機
器等のスペック向上が頻繁に行われている状況下で，中・長期的な業務支援用とし
「柏市指定道路調査及び指定道路図作成業務委託」で構築した電算システム関連機 ての活用による経済性を考慮した場合，リース契約が最適です。ハードウェアリー
器の賃貸借及び保守
ス及び保守点検を別業者で行うと機器が故障したときの連絡方法や原因の切り分け
など問題点が多いため，より効率的な対応を図るにはリースと保守点検を同一業者
で行うことが最善であります。 現在，保守点検を予定しているこのシステムは，
随意契約を予定している業者で構築されたシステムであり，そのため，他業者で維
持管理することは不向きと思われます。 よって，地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号に基づき，アジア航測株式会社と契約することが最適です。

千葉県千葉市中央
区新宿２－６－８ アジア航測株式会
総価
クリーンホーム千 社 千葉支店
葉

平成27
664,200 年4月1
日

２号

212 賃貸借 都市計画業務支援システム機器賃貸借等

都市計画課

本業務は，都市計画業務支援システム機器としてデスクトップ型パソコン及び
ノート型パソコンを賃貸借し，各種システムを設定し，システムの安定的な稼動を
目指すために保守を行うものである。 システムの設定項目としては，従来からあ
る都市計画情報に加えて，都市計画道路線形図を導入し，市民に対してデータの閲
覧や印刷物の配布を可能とする。さらに，都市計画マスタープランに係わる分析
データを設定することで，都市計画マスタープランの改定等に必要なデータ分析を
行うことが出来る。

賃貸借のパソコンに設定される各項目の，都市計画業務支援システム，都市計画
道路線形図及び都市計画マスタープランに係わる分析データは，元図となる地形図
データを含めてすべてＧＩＳデータであり，下記の業者が作成したものである。
同社製システムへの搭載作業となれば，データとシステムの両方に精通しているた
め，確実かつ効率的な作業の実施が期待できる。この業務を他社に委託した場合，
システムを一から構築しなおす必要があり，また初期費用が余分にかかることにな
る。 機器のリース業者とソフトウェアの保守業者を同一にすることについては，
システムに不具合等が生じた際の速やかな復旧を実現し，日常業務や窓口業務の安
定的な運営に資するためである。 以上の理由から，本契約については，地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号及び６号により，下記の業者と随意契約を締
結したい。

千葉市美浜区中瀬
１丁目３番地 幕 国際航業株式会社
総価
張テクノガーデン 千葉支店
Ｄ棟７Ｆ

平成27
968,703 年4月1
日

２号

213 賃貸借 電話機等賃貸借

北柏駅北口
土地区画整
理事務所

当事務所の通信回線設備は，下記業者が設置工事を実施している。通話等に障害
が発生したとき，その不具合の原因が通信回線か電話機かによって対応する業者が
本案件は，北柏駅北口土地区画整理事務所で使用している電話機等を新機種に交換
違ってしまうと，迅速な対応ができず，復旧に時間を要してしまう。そのため，迅
し，長期継続契約として賃貸借契約を締結するもの。
速に復旧対応することができる唯一の業者である下記業者と一者随意契約を締結す
ることとしたい。

東日本電信電話株
式会社 ビジネス
千葉県千葉市美浜
＆オフィス営業推
総価
区中瀬一丁目３番
進本部 ビジネス
地
営業部 千葉法人
営業所

平成27
596,160 年4月1
日

２号

選挙管理委
員会事務局

選挙人名簿については，公職選挙法第２１条に基づき，住民記録情報をもとに登録
を行うこととされている。柏市の住民記録情報システムについては，㈱ ディー・
エス・ケイに委託し管理運営していることから，選挙人名簿管理システムについて
も，住民記録を取り扱う同業者から借り上げすることが最も効率的かつ経済的であ
る。また，選挙事務に要求される極めて高度な正確性の確保についても担保できる
ところである。このことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規
定により下記業者と随意契約を締結したい。

株式会社
千葉県柏市若柴字
ディー・エス・ケ 総価
入谷津１－１９５
イ

平成27
7,894,800 年4月1
日

２号

210 賃貸借 電算機器等賃貸借（下水道事業）

211 賃貸借 電算システム機器賃貸借

214 賃貸借 選挙人名簿管理システム借上げ

毎月選挙人名簿の調製を行うための，選挙人名簿を管理するシステム
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契約日

契
約
方
法

契約の相手方を選定した理由

209 賃貸借 平成２７年度道路管理システム機器賃貸借 道路管理課

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

案件の概要

一者随意契約理由の公表

区分

件名

215 賃貸借 試掘調査時重機賃貸借

216 賃貸借 保育認定システム機器等賃貸借

217 賃貸借

H27.4.1-H28.3.31

文化課

柏市埋蔵文化財取扱要綱・要領に基づき柏市が試掘調査を実施するにあたり，重
機を使用して表土剥ぎ，埋め戻し，整地などの作業を行わせる。 これらの作業の
現在，この特殊な作業を行えるオペレーターが存在し，且つ，要綱・要領に基づ
うち，表土剥ぎ作業を行うものは，当該地域の標準土層を理解し，遺跡確認につい き，試掘調査の即日対応可能な業者は，下記業者しか存在しない。 従って，『性
て熟知した重機オペレーターが行う必要がある。 この作業を，単に重機操作可能 質又は目的が競争入札に適しないものをするとき』の「特殊な技術が必要」な場合
な重機オペレーターが経験や知識がないままにこの作業を行った場合，当該試掘調 に該当するため。
査はもちろんのこと，その後の発掘調査作業に大きな支障が出ることとなる。

柏市布施１５９２ 株式会社三和土建 単価

保育運営課

システムを使用するためにはパソコン等ＯＡ機器の賃借，機器保守，ソフトウェア
賃借の要素を考慮する必要があるが，それぞれを別業者と契約した場合，システム
障害発生時の原因究明やシステム復旧に多くの時間を要することとなり，業務運営
に多大な影響を及ぼすことになる。株式会社ディー・エス・ケイは，行政事務の電
子計算機処理を専門に扱う第三セクターであり，住記，税等の業務システムの機器
保育料システム及び保育認証システムの設定システムを使用するためのパソコンの
のリース，保守，ソフトウェア開発までを一体的に行っているため，障害発生時に
賃貸借
おいても迅速な対応により，障害を最低限に抑えることが期待できる。以上のこと
から，柏市随意契約ガイドラインにおける「経験，知識を特に必要とする場合又は
現場の状況等に精通した者と契約するとき」及び地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号の「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当
するため株式会社ディー・エス・ケイを契約相手に選定する。

柏市若柴字入谷津 株式会社ディー・
総価
１番１９５
エス・ケイ

平成27
669,600 年5月29 ２号
日

契約の相手方は，当近隣センターのビジネスホン設置以来の業者であり，屋内配
線及び関係機器の配線についても同社が施工している。 当該事業者以外の事業者
と契約した場合は，通信通話に障害が発生する可能性が多大であるだけではなく，
発生した場合は回線又は機器の不具合のため異なる事業者の復旧には多くの時間を
要し，公的な窓口業務において電話回線の迅速な回復や安定した確保ができない状
態となってしまう恐れがある。 したがって円滑なサービスの運用と管理には当該
事業者との契約が必須である。 また当近隣センターは地区災害対策本部であり，
災害時優先電話の設置及び運用が緊急時の連絡手段の確保にも必要不可欠である。

千葉県千葉市美浜
東日本電信電話株
総価
区中瀬１丁目３番
式会社
地

平成27
547,560 年6月23 ２号
日

選挙管理委
員会事務局

選挙人名簿については，公職選挙法第２１条に基づき，住民記録情報をもとに登録
を行うこととされている。柏市の住民記録情報システムについては，㈱ ディー・
エス・ケイに委託し管理運営していることから，選挙人名簿の調製についても，住
平成２７年８月９日執行の柏市議会議員一般選挙における期日前不在者投票管理シ
民記録を取り扱う同業者に委託することが最も効率的かつ経済的である。また，選
ステムの借上げをするもの。
挙事務に要求される極めて高度な正確性の確保についても担保できるところであ
る。このことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により下
記業者と随意契約を締結したい。

株式会社
千葉県柏市若柴字
ディー・エス・ケ 総価
入谷津１番１９５
イ

平成27
2,653,560 年7月27 ２号
日

生活支援課

当契約の生活保護システムについては，平成２６年度にプロポーザル方式にてシス
テム開発業務を受託した北日本コンピューターサービス株式会社作成のソフトウェ
ア「電子決裁・文書管理搭載版生活保護システム」を利用するための賃貸借契約で
あるため，ソフトウェアについては北日本コンピューター株式会社より賃貸借する
必要がある。 またシステムを利用するサーバ，パソコン，プリンタ，スキャナ，
生活保護業務の決裁及びケースファイルを電子化することを目的にプロポーザル方
タブレット等の機器等については，ソフトウェア会社以外が別途調達する場合，①
式にてシステム開発業務受託した北日本コンピューターサービス株式会社作成のソ
調達費用，導入時諸費用が重複し総合的に高額になる，②故障等における原因の切
フトウェア「電子決裁・文書管理搭載版生活保護システム」及びシステムを利用す
り分けが困難な場合があり，保守対応に時間を要するため業務に支障をきたす③保
るための生活保護システム機器等を賃貸借するもの。
守対応の際に，個人情報を消去し，再度セットアップするなど，個人情報の管理，
運用が煩雑となり，業務に支障をきたす④複数の契約を締結する必要があり事務が
煩雑化する，などの影響が想定される。 以上の理由から，ソフトウェア，機器等
を一括して調達するため，契約の相手方として北日本コンピューター株式会社を選
定する。

北日本コンピュー
秋田県秋田市南通
総価
ターサービス
築地１５番３２号
（株）

平成27
74,597,760 年7月30 ６号
日

柏市南部近隣センタービジネスホン等賃貸 南部近隣セ
借
ンター

218 賃貸借 期日前不在者投票管理システム借上

219 賃貸借 生活保護システム賃貸借
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所在

商号(名称)

契約日

契
約
方
法

案件の概要

柏市南部近隣センターに設置しているビジネスホン８台について，東日本電信電
話株式会社ビジネス＆オフィス営業推進本部ビジネス営業部千葉法人営業所との賃
貸借契約の満了に伴い，新たに賃貸借契約をするもの。
賃貸借するビジネスホ
ンは標準電話機４台，停電電話機２台，カールコードレス電話機２台の計８台を，
事務室，図書館，南部みんなの広場，管理人室で使用し，停電電話機２台は災害時
優先電話として，事務室で使用する。 賃貸借期間は平成２７年７月１日から平成
３２年６月３０日までの５年間とする。

契約の相手方を選定した理由

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

平成27
2,460,240 年4月1
日

２号

一者随意契約理由の公表

区分

件名

220 賃貸借 橋梁台帳管理システム機器等賃貸借

H27.4.1-H28.3.31

案件の概要

道路維持補
修室

本件賃貸借契約の対象物件のうちソフトウェアは，今後の維持管理の業務効率向
上を目的に，現在運用中の舗装管理システムとの整合を図ったものであり，下記の
契約の相手方である国際航業株式会社が開発した同会社の著作物である。 そのた
め，本件契約は，同著作物の著作権者からの使用許諾を含むことも内容とするもの
橋梁台帳管理システムは，橋梁の維持管理を推進していくための基礎資料となり であり，保守作業においても独自カスタマイズ内容や格納データの内容を熟知して
千葉県千葉市美浜
長期に渡り有効活用される事が見込まれるため，橋梁の諸元・図面等を効率的に管 いる業者であることが経費の削減および円滑な稼働環境保持の必要条件である。
国際航業株式会社
総価
区中瀬１丁目３番
理できるものである。 本件契約は，上記橋梁台帳管理システムを構成するソフト 上記ソフトウェアの賃貸借の相手方としては，当該著作権者である同会社以外には
千葉支店
地
ウェア及びハードウェアの賃貸借を内容とするものである。
存在しない。 また，本件賃貸借契約の対象物件のうちハードウェアは「買取形
式」ではなく,「賃貸借契約」にて調達することで，償却資産事務処理，廃棄処理及
び導入時経費負担の軽減が可能となるものであるほか，上記ソフトウェアと一括し
て下記の契約の相手方と契約することが，経費の削減および円滑な稼働環境保持を
図ることに資す。

ビジネスホン等賃貸借（柏の葉小学校他１
221 賃貸借
学校財務室
校）

柏市学校財務システム用サーバー機器等賃
222 賃貸借
学校財務室
貸借

契約の相手方を選定した理由

所在

商号(名称)

総価/ 契約金額
単価 (税込・円)

発注部署

契約日

契
約
方
法

平成27
5,518,584 年8月17 ２号
日

小中学校は災害時の避難場所として指定されており，災害時の優先電話の設置が
必須である。このため，学校の事務用電話は災害時の優先電話の指定を受け，災害
時の連絡手段を確保している。さらに，災害時及び日常業務時等の故障の際におい
ても迅速な対応が期待できる。 また，これまで小中学校のビジネスホンシステム
は，配線等を含め下記業者が一括で管理を行ってきているため。

東日本電信電話株
式会社 ビジネス
千葉県千葉市美浜
＆オフィス営業推
総価
区中瀬一丁目３番
進本部 ビジネス
地
営業部 千葉法人
営業所

平成27
2,332,800 年9月7
日

当該システムは，下記業者が独自に開発・構築したものであり，当該システムの
運用，サポート及び保守業務を請け負っている。作業内容も丁寧で，メンテナンス
柏市教育委員会に柏市立小中学校における事務処理用サーバー及び関連機器（以
の対応も迅速であり，信頼のおける業者である。 また，本システムでは，既に履
下，「サーバー等」という。）を整備し，教育委員会内での情報の共有を図るも
行済のデータが蓄積されており，同一業者以外の者からサーバー等を賃貸借した場
の。
合，システムとサーバー等の間で責任の所在が不明確になるなど，業務に著しい支
障が生じるおそれがあるため。

グローバルビジネ
東京都墨田区錦糸
スソリューション 総価
一丁目２番１号
株式会社

平成27
5,832,000 年9月28 ２号
日

柏市立柏の葉小学校他１校にビジネスホンの整備を賃貸借により行うもの。

２号

223 賃貸借

通知カード・個人番号カード裏書用プリン
市民課
タ賃貸借

平成２７年１０月５日より番号法が制定されることに伴い，転入時において新住
今回契約する機器は，現行の住民記録システムと連携し印刷指示を行うため，本
所地を通知カードや個人番号カードの裏面に印刷を行える機器を借上げるもの
市の住民情報系業務の委託会社である下記業者でなければできない。

柏市若柴字入谷津 株式会社ディー・
総価
１番１９５
エス・ケイ

平成27
410,400 年10月
29日

２号

224 賃貸借

住民基本台帳ネットワーク統合端末機器賃
市民課
貸借

平成２８年１月から市役所ロビーで個人番号カードの交付業務を行う際に暗証番
今回契約する端末機器は，現在使用している住民基本台帳ネットワークに接続し
号等を入力する機器を借上げるもの。 また，住基カードが平成２７年１２月で終
業務を行うため，本市の住民情報系業務の委託会社である下記業者でなければでき
了することにより，個人番号カードに公的個人認証を格納するための機器を市民
ない。
課，沼南窓口サービス課，柏駅前行政サービスセンターに設置するもの。

柏市若柴字入谷津 株式会社ディー・
総価
１番１９５
エス・ケイ

平成27
914,760 年12月
21日

２号

現在設置されている７箇所の地域包括支援センターが使用しているシステムは株
式会社ディー・エス・ケイにサーバーを設置し運用している。システムは住民記
録，介護保険情報等と連動して運用しているため，他の業者に変更された場合業務
平成２７年１２月より設置される２箇所の地域包括支援センターに地域包括支援
に支障が生じてしまう。 上記の理由から，柏市随意契約ガイドラインにおける
センター支援システムを導入するにあたり，システムに係る機器等の賃貸借契約を
「経験，知識を特に必要とする場合又は現場の状況等に精通した者と契約すると
結ぶもの。
き」及び地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の「その性質又は目的が競
争入札に適しないものをするとき」に該当するため，株式会社ディー・エス・ケイ
を契約相手に選定する。

柏市若柴字入谷津 株式会社ディー・
総価
１番１９５
エス・ケイ

福祉活動推
225 賃貸借 地域包括支援センター支援システム等賃貸借
進課
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平成28
2,894,400 年1月26 ２号
日

