
４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

1 学校管理課
沼津市立小学校合併処

理槽汚泥引抜業務委託
令和2年4月17日

沼津市環境整備事

業協同組合

沼津市大諏訪731

2,406,360円

学校という教育現場において、合理性を優先し、市の

許可を受けた業者で構成され、複数の業者によって短

期間で効率良く実施できる組合が適していると判断す

るため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

2 学校管理課
沼津市立小学校し尿浄

化槽清掃業務委託
令和2年6月16日

沼津市環境整備事

業協同組合

沼津市大諏訪731

1,117,908円

学校という教育現場において、合理性を優先し、市の

許可を受けた業者で構成され、複数の業者によって短

期間で効率良く実施できる組合が適していると判断す

るため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

3 学校教育課

沼津市立小中高等学校メ

ディアセンターサーバサ

ポート委託

令和2年4月1日

東京コンピュータサー

ビス　株式会社　営業

部　静岡営業所

沼津市大手町3-8-23

ニッセイスタービル

1,056,000円

　本業務委託を入札にしようとした場合、サーバシステム

（構成）の複数の業者への公開や、管理上必要なＩＤパス

ワードの公開等、セキュリティ上重要な情報を複数の業者が

知ることになり、機密情報の漏えいの可能性が高くなり、万

一、情報漏れをした際の影響は計り知れないものがある。

　また、サーバシステムを構築していない他の業者では、障

害が発生した場合の早急な復旧作業に支障をきたす。

　上記の理由により、本業務委託は、価格競争性をもって契

約するのはふさわしくない業務委託である。

よってネットワークを統括するサーバ群を構築した業者であ

ることから、緊急時に迅速な対応が可能な東京コンピュータ

サービス(株)と、随意契約するもの。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

4 学校教育課
令和２年度教職員健康診断

業務委託
令和2年4月1日

一般財団法人　芙蓉協

会　聖隷沼津第一クリ

ニック　聖隷沼津健康

診断センター

沼津市本字下一丁田

895-1

4,996,156円

学校保健安全法及び同法施行規則により学校設置者が定める

適切な時期に教職員健康診断を行うこととしている。

　現在、教育現場では、内容を増加させた新学習指導要領が

実施される等のため、限られた期間に健康診断を実施せざる

を得ない状況である。

　また、疾病があった場合も、夏休み期間中に治療にあたれ

ば、授業への影響が少なくなる。そのため、教職員が短期間

に集中して検診できる設備を有す市内医療機関と契約する必

要がある。

　受託の可否を、調査したところ、受託可能と回答があった

のは聖隷沼津健康診断センターのみであったため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

5 学校教育課
沼津市立小中高等学校ネッ

トワーク運用支援委託
令和2年4月1日

東栄商工　株式会社

沼津市岡宮607-1
2,138,400円

　本業務委託を入札にしようとした場合、学校間ネットワー

ク及び学校内ネットワークのシステムの公開や、管理上必要

なＩＤパスワードの公開等、セキュリティ上重要な情報を複

数の業者が知ることになり、機密情報の漏えいの可能性が高

くなる。

　また、学校間ネットワーク及び学校内ネットワークを構築

していない他の業者では、障害が発生した場合の早急な復旧

作業に支障をきたす。

　上記の理由により、本業務委託は、価格競争性をもって契

約するのはふさわしくない業務委託である。

よって学校間ネットワーク及び学校内ネットワークを構築し

た業者であることから。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

6 学校教育課
令和2年度 教師用教科書・

指導書他
令和2年4月1日

株式会社　マルサン書

店

沼津市大手町5-3-13

16,888,024円

小中学校で使用する教科書については、その確実な供給が学

校教育上極めて重要であるので、文部科学大臣の指示で教科

書を発行する教科書発行者が教科書供給業者である「特約供

給所」と教科書供給契約を結んで供給を行うよう規定されて

いる。

　「特約供給所」は、取次供給所（書店）の選定を行い、個

別に担当する学校等についての契約をし、この取次供給所が

学校への教科書及び指導書等の供給に直接あたる。沼津市で

は、㈱マルサン書店、（有）蘭契社書店、栗田書店、（有）

渡辺書店の４書店が取次供給所となっている。なお、各書店

の担当学校は静岡教科書株式会社により別紙のとおり決定さ

れている。

　教師用教科書及び指導書等の購入についても、これに準じ

て購入することとなっている上、教科書及び指導書等の価格

は定価で、定価の変動は見込まれないため、競争入札には適

さない。

　よって、第一小・第四小・第五小・金岡小・大岡小・静浦

小・ 大平小・内浦小・西浦小・原小・香貫小・門池小・沢田

小・大岡南小・第一中・第三中・第四中・第五中・大岡中・

静浦中・大平中・長井崎中・ 原中・門池中・市立高校中等部

の教師用教科書及び指導書等の購入について㈱マルサン書店

と随意契約するもの。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

7 学校教育課
令和2年度 教師用教科書・

指導書他
令和2年4月1日

有限会社　蘭契社書店

沼津市本字松下七反田

907-23

7,324,526円

小中学校で使用する教科書については、その確実な供給が学

校教育上極めて重要であるので、文部科学大臣の指示で教科

書を発行する教科書発行者が教科書供給業者である「特約供

給所」と教科書供給契約を結んで供給を行うよう規定されて

いる。

　「特約供給所」は、取次供給所（書店）の選定を行い、個

別に担当する学校等についての契約をし、この取次供給所が

学校への教科書及び指導書等の供給に直接あたる。沼津市で

は、㈱マルサン書店、（有）蘭契社書店、栗田書店、（有）

渡辺書店の４書店が取次供給所となっている。なお、各書店

の担当学校は静岡教科書株式会社により別紙のとおり決定さ

れている。

　教師用教科書及び指導書等の購入についても、これに準じ

て購入することとなっている上、教科書及び指導書等の価格

は定価で、定価の変動は見込まれないため、競争入札には適

さない。

　よって、第二小・第三小・開北小・千本小・片浜小・浮島

小・今沢小・第二中・片浜中・金岡中・浮島中・今沢中の教

師用教科書及び指導書等の購入については、（有）蘭契社書

店と随意契約するもの。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

8 学校教育課
令和2年度 教師用教科書・

指導書他
令和2年4月1日

栗田書店

沼津市東原331-1
7,324,526円

小中学校で使用する教科書については、その確実な供給が学

校教育上極めて重要であるので、文部科学大臣の指示で教科

書を発行する教科書発行者が教科書供給業者である「特約供

給所」と教科書供給契約を結んで供給を行うよう規定されて

いる。

　「特約供給所」は、取次供給所（書店）の選定を行い、個

別に担当する学校等についての契約をし、この取次供給所が

学校への教科書及び指導書等の供給に直接あたる。沼津市で

は、㈱マルサン書店、（有）蘭契社書店、栗田書店、（有）

渡辺書店の４書店が取次供給所となっている。なお、各書店

の担当学校は静岡教科書株式会社により別紙のとおり決定さ

れている。

　教師用教科書及び指導書等の購入についても、これに準じ

て購入することとなっている上、教科書及び指導書等の価格

は定価で、定価の変動は見込まれないため、競争入札には適

さない。

　よって、愛鷹小・原東小・愛鷹中の教師用教科書及び指導

書等の購入について栗田書店と随意契約するもの。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

9 学校教育課

平成26年度教育用情報機器

整備（授業用）　賃貸借

（再リース）

令和2年4月1日

日立キャピタル　株式

会社

東京都港区西新橋1-3-

1

1,728,650円

平成26年度より小中学校の情報機器（授業用）の賃貸借を

行っており、リース期間満了を迎えたが、機器の更新につい

て整理した結果、令和２年度末まで既存機器を継続して使用

することとしたことから、既存機器賃貸借の契約相手である

日立キャピタル(株)と契約する必要があるため

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

10 学校教育課

平成26年度情報教育機器整

備（管理及び校務用）　賃

貸借（再リース）

令和2年4月1日

日立キャピタル　株式

会社

東京都港区西新橋1-3-

1

4,796,155円

平成26年度より小中学校の情報機器（管理及び校務用）の賃

貸借を行っており、リース期間満了を迎えたが、機器の更新

について整理した結果、既存機器を継続して使用し令和３年

１月に更新することとしたことから、既存機器賃貸借の契約

相手である日立キャピタル(株)と契約する必要があるため

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

11 学校教育課

新型コロナウイルス感染症

対策教育サポート事業用図

書カード（その２）

令和2年4月23日

株式会社　マルサン書

店

沼津市大手町5-3-13

1,602,300円

新型コロナウイルス感染症による市立小中学校の休校期間中

の教育施策として、読書感想文・画コンクールを実施し、読

書活動の推進による学習支援を行うため、市立小中学校に通

う全児童・生徒に対し図書カードを配布することが決定され

たため、すみやかに図書カードを発注し、納期を4月28日と

した入札が4月21日に開催されたところである。

　入札開催後の4月23日になり、市立小中学校以外の市内在

住児童・生徒についても、市立小中学校の児童・生徒と同様

に自宅での学習と読書活動の推進を支援するため、読書感想

文・画コンクールに参加してもらうとともに、図書カードも

配布する方針が発表された。

このような趣旨から、市立小中学校以外の児童・生徒につい

ても、当初の対象者と同様に支援するため、当初と同時期に

図書カードを配布する必要がある。

そのため、今回発注する拡大対象者分の図書カードについ

て、当初発注した図書カードの納期と同じ納期とする必要が

あり、入札に付す時間的余裕がないため、当初の図書カード

の供給人で追加発注が可能な、株式会社マルサン書店と随意

契約するもの。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

12 学校教育課
令和２年度生活習慣病予防

検診業務委託
令和2年6月1日

一般社団法人　沼津医

師会

沼津市八幡町82

6,861,006円

13 学校教育課
令和２年度児童生徒心電図

検診業務委託
令和2年6月1日

一般社団法人　沼津医

師会

沼津市八幡町82

8,531,270円

14 学校教育課
令和２年度尿検査業務委託

（小・中・高等学校分）
令和2年6月1日

一般社団法人　沼津医

師会

沼津市八幡町82

2,928,717円

学校における保健管理については、学校保健安全法第９条に

より、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があ

ると認めるときは、必要な指導を行うこととされている。ま

た、学校保健安全法第14条により、健康診断の結果に基づ

き、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動

及び作業を軽減する等、適切な措置をとらなければならない

とされている。

　学校には学校医を置くことが、学校保健安全法第23条によ

り定められており、保健指導や疾病の予防処置に従事するこ

とは、学校医の職務執行と定められている。

　そのため、児童生徒等の下記の健康診断業務委託について

は、児童生徒等の心身の状況を把握し、検査終了後に適切な

事後措置を行うことができる学校医の所属する（一社）沼津

医師会と随意契約するもの。

・尿検査業務委託

・心電図検診業務委託

・生活習慣病予防検診業務委託

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

15 学校教育課
令和２年度教職員指定年齢

健診業務委託
令和2年6月12日

一般財団法人　芙蓉協

会　聖隷沼津第一クリ

ニック　聖隷沼津健康

診断センター

沼津市本字下一丁田

895-1

7,324,526円

教職員の指定年齢健診は、委託期間内に指定年齢（40・

45・50・55歳、退職前１回）の健康診断を実施している。

現在、教育現場では、内容を増加させた学習指導要領が実施

され、教職員は、限られた期間に健康診断を受診しなければ

ならない状況である。

そのため、教職員が短期間で健診ができる設備を有し、健診

の全項目を実施できる市内医療機関と契約する必要がある。

市内医療機関で上記条件を満たす医療機関の意向を確認した

ところ、受託可能との回答を得たのは聖隷沼津健康診断セン

ターのみであった。

加えて、教職員健康診断に係る委託契約は聖隷沼津健康診断

センターと締結しており、教職員健康診断と指定年齢健診の

結果を結び付けた健康管理が可能となることから。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

16 学校教育課
令和２年度沼津寺子屋補習

学習業務委託
令和2年6月29日 沼津市退職校長会 7,324,526円

新型コロナウイルス感染症対策のため学校再開を延期してき

たことに伴い、限られた授業日数の下、授業の課程を満たす

取組を進めていく結果、授業内容を十分理解できない生徒が

生じることが想定される中、特に自己実現に向けて進路を決

定する高校入試を控える中学３年生に対しては授業内容の定

着に向けた補習学習による支援を行う必要がある。

そこで、補習学習に係る沼津寺子屋開催事業の実施に際し、

教職経験者を７月２日から従事させることができる市内唯一

の団体であることから。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

17 文化振興課
令和２年度　帯笑園管

理・案内業務委託
令和2年4月1日

帯笑園保存会

沼津市原1730-4
1,500,000円

緊急時に対応可能かつ帯笑園について熟知しており、帯笑園

の保存・保全のための管理業務及び積極的な活用事業を本市

とともに効果的かつ効率的に行える唯一の委託先であるた

め。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

18 文化振興課

令和２年度　長浜城跡

便益施設等管理業務委

託

令和2年4月1日

有限会社　長浜釣堀観

光センター

沼津市内浦長浜１７４

番地の６

1,650,000円

平成27年9月24日締結のパートナーシップ協定により当該施

設を中心とした地域振興他に取り組むこととされており、史

跡に隣接する駐車場と事務所を有する同社との連携や協力が

不可欠であるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

19 生涯学習課

令和２年度低濃度ポリ

塩化ビフェニル廃棄物

処理業務委託

令和2年6月8日

株式会社　太洋サービ

ス

静岡県浜松市西区篠原

町9254-2

1,155,000円

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（変圧器）を廃棄物処理法に基づ

き適正に廃棄処理するものであるが、業者選定にあたって

は、無害化処理認定を受けていることに加えて、静岡県特別

管理産業廃棄物収集運搬業を許可を受けている必要がある。

市登録業者の中で、上記条件を満たす業者が１者であるた

め。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

20 スポーツ振興課

令和２年度　沼津市社

会体育施設管理業務委

託

令和2年4月1日

特定非営利活動法

人沼津市体育協会

沼津市高島本町1-

4

33,966,039円

NPO法人沼津市体育協会は公共的性格を有し、ス

ポーツ施設に対する専門的な知識を有する団体で

あるため、器具の適切な管理や施設の維持管理面

における質の向上に益する適切な助言が可能であ

るため。

【地方自治法施行令167条の２第１項第２号】

21
沼津市立沼津高

等学校

沼津市立沼津高等学校

エレベーター保守管理

業務委託

令和2年4月1日

東芝エレベータ　株式

会社　静岡支店

静岡県静岡市駿河区稲

川2-1-1伊伝静岡駅南

ビル

1,056,000円

国土交通省の「昇降機の適切な維持管理に関する指針」にお

いて「所有者は、保守点検業者の選定に当たって、価格のみ

によって決定するのではなく、必要とする情報の提供を保守

点検業者に求め、専門技術者の能力、同型又は類似の昇降機

の業務実績その他の業務遂行能力等を総合的に評価するもの

とする。」とされていることなどから、前述の実績等を考慮

し製造業者である本事業者を契約の相手先とした。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

４－６月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

22 図書館

沼津市立図書館空調用

自動制御装置保守点検

業務委託

令和2年4月1日

日本電技株式会社

沼津営業所

沼津市原町中2-12-3

2,643,300円

空調用自動制御装置は、アズビル株式会社が持つ独自

の保守技術が必要である。この技術はアズビル特約店

のみに技術講習が実施されている。特約店で沼津市入

札参加資格審査申請（業者登録）がなされているのは

１社であるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

23 図書館

沼津市立図書館書誌情

報新刊マーク作成業務

委託

令和2年4月1日

株式会社図書館流

通センター

東京都文京区大塚

3-1-1

3,201,000円

図書館システム稼働当初から書誌情報（マーク）とし

て、株式会社図書館流通センターが作成する「ＴＲＣ

ＭＡＲＣ」を採用している。図書館システムの適正な

運用上、図書等の購入にあたり新刊マークは同一仕様

のマークが必要であるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

24 図書館
沼津市立図書館

閲覧用図書(一般)
令和2年4月1日

株式会社　マルサン

書店

沼津市大手町5-3-

13

1,485,302円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」第23条第4項において再販売価格を維持するこ

とが認められている商品であり、全国一律価格となっ

ている。沼津市入札参加資格審査申請（業者登録）が

なされているのは１社であるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

25 図書館
沼津市立図書館

閲覧用図書(一般)
令和2年6月2日

株式会社　マルサン

書店

沼津市大手町5-3-

13

2,246,800円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」第23条第4項において再販売価格を維持するこ

とが認められている商品であり、全国一律価格となっ

ている。沼津市入札参加資格審査申請（業者登録）が

なされているのは１社であるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

７－９月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

1 学校管理課

沼津市立第四小学校共

同調理場給食調理等業

務委託

令和2年7月28日

株式会社　魚国総

本社　名古屋本部

愛知県刈谷市東新

町5-118

29,996,372円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休校となり不

足した授業日を夏季休業期間に振替え、給食も実施する見込

みとなったことから、当初想定していた業務委託切り替え準

備期間が確保できず、円滑な引継ぎが困難となり安定した給

食の提供に支障をきたすおそれがあることから、安全面・衛

生面等においてノウハウをもつ現受託業者と引き続き契約す

るため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

2 学校管理課

沼津市立金岡小学校共

同調理場給食調理等業

務委託

令和2年7月28日

フジ産業株式会社

静岡支店

駿東郡長泉町下土

狩474-10

28,072,800円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休校となり不

足した授業日を夏季休業期間に振替え、給食も実施する見込

みとなったことから、当初想定していた業務委託切り替え準

備期間が確保できず、円滑な引継ぎが困難となり安定した給

食の提供に支障をきたすおそれがあることから、安全面・衛

生面等においてノウハウをもつ現受託業者と引き続き契約す

るため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

3 学校管理課
ポリ塩化ビフェニル廃

棄物処理業務委託
令和2年9月3日

中間貯蔵・環境安全事

業株式会社　北九州Ｐ

ＣＢ処理事業所

福岡県北九州市若松区

響町1-62-24

13,264,944円

高濃度PCB廃棄物の処理について、本県においては

JESCO北九州PCB処理事業所にて実施することが義務

付けられ、本業務を遂行できる唯一の契約相手方であ

るため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

７－９月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

4 学校教育課
令和2年度 教師用教科書・

指導書他
令和2年8月3日

株式会社　マルサン書

店

沼津市大手町5-3-13

5,747,323円

小中学校で使用する教科書については、その確実な供給が学

校教育上極めて重要であるので、文部科学大臣の指示で教科

書を発行する教科書発行者が教科書供給業者である「特約供

給所」と教科書供給契約を結んで供給を行うよう規定されて

いる。

　「特約供給所」は、取次供給所（書店）の選定を行い、個

別に担当する学校等についての契約をし、この取次供給所が

学校への教科書及び指導書等の供給に直接あたる。沼津市で

は、㈱マルサン書店、（有）蘭契社書店、栗田書店、（有）

渡辺書店の４書店が取次供給所となっている。なお、各書店

の担当学校は静岡教科書株式会社により別紙のとおり決定さ

れている。

　教師用教科書及び指導書等の購入についても、これに準じ

て購入することとなっている上、教科書及び指導書等の価格

は定価で、定価の変動は見込まれないため、競争入札には適

さない。

　よって、第一小・第四小・第五小・金岡小・大岡小・静浦

小・ 大平小・内浦小・西浦小・原小・香貫小・門池小・沢田

小・大岡南小・第一中・第三中・第四中・第五中・大岡中・

静浦中・大平中・長井崎中・ 原中・門池中・市立高校中等部

の教師用教科書及び指導書等の購入について㈱マルサン書店

と随意契約するもの。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

７－９月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

5 学校教育課
令和2年度 教師用教科書・

指導書他
令和2年8月3日

有限会社　蘭契社書店

沼津市本字松下七反田

907-23

2,327,982円

小中学校で使用する教科書については、その確実な供給が学

校教育上極めて重要であるので、文部科学大臣の指示で教科

書を発行する教科書発行者が教科書供給業者である「特約供

給所」と教科書供給契約を結んで供給を行うよう規定されて

いる。

　「特約供給所」は、取次供給所（書店）の選定を行い、個

別に担当する学校等についての契約をし、この取次供給所が

学校への教科書及び指導書等の供給に直接あたる。沼津市で

は、㈱マルサン書店、（有）蘭契社書店、栗田書店、（有）

渡辺書店の４書店が取次供給所となっている。なお、各書店

の担当学校は静岡教科書株式会社により別紙のとおり決定さ

れている。

　教師用教科書及び指導書等の購入についても、これに準じ

て購入することとなっている上、教科書及び指導書等の価格

は定価で、定価の変動は見込まれないため、競争入札には適

さない。

　よって、第二小・第三小・開北小・千本小・片浜小・浮島

小・今沢小・第二中・片浜中・金岡中・浮島中・今沢中の教

師用教科書及び指導書等の購入について（有）蘭契社書店と

随意契約するもの。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

6 学校教育課
令和２年度脊柱側彎症検査

業務委託
令和2年8月24日

公益財団法人　静岡県

予防医学協会

静岡市葵区建穂1-3-

43

1,044,615円

各中学校へ移動可能（検診車）で脊柱側彎のモアレ写真撮影

ができるのは、別紙のとおり、公益財団法人静岡県予防医学

協会のみであるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

７－９月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

7 学校教育課

平成26年度情報機器整備

（管理及び校務用）　賃貸

借（再々リース）

令和2年9月1日

日立キャピタル　株式

会社

東京都港区西新橋1-3-

1

1,548,800円

平成26年度より小中学校の情報機器（管理及び校務用）の賃

貸借を行っており、リース期間満了を迎えたが、機器の更新

について整理した結果、既存機器を継続して使用し令和３年

１月に更新することとしたことから、既存機器賃貸借の契約

相手である日立キャピタル(株)と契約する必要があるため

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

8 学校教育課

平成26年度情報機器整備

（授業用）　賃貸借（再々

リース）

令和2年9月1日

日立キャピタル　株式

会社

東京都港区西新橋1-3-

1

1,349,810円

平成26年度より小中学校の情報機器（授業用）の賃貸借を

行っており、リース期間満了を迎えたが、機器の更新につい

て整理した結果、令和２年度末まで既存機器を継続して使用

することとしたことから、既存機器賃貸借の契約相手である

日立キャピタル(株)と契約する必要があるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

9 学校教育課
平成27年度教育用情報機器

賃借（再リース）
令和2年9月1日

富士通リース　株式会

社　静岡支店

静岡市駿河区南町18-

1

14,433,650円

平成27年度より小中学校の情報機器の賃貸借を行っており、

リース期間満了を迎えたが、機器の更新について整理した結

果、既存機器を継続して使用し、令和３年度中に更新するこ

ととしたことから、既存機器賃貸借の契約相手である富士通

リース(株)静岡支店と契約する必要があるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

10 スポーツ振興課
令和２年度沼津市ス

ポーツ祭開催業務委託
令和2年8月7日

特定非営利活動法

人沼津市体育協会

沼津市高島本町1-

4

1,887,820円

沼津市体育協会は、36競技団体からなる市内最大・唯一のス

ポーツ団体を統括した組織である。沼津市スポーツ祭は、沼

津市体育協会に加盟する各競技団体が主管する大会により構

成され、各競技大会の運営に際しては、競技における専門的

な知識や大会運営のノウハウが必要となるため。【地方自治

法施行令167条の２第１項第２号】



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

７－９月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

11 スポーツ振興課

令和２年度アスル全力

教室（学校体育の巡回

指導）業務委託

令和2年9月7日

一般社団法人

アスルクラロスポー

ツクラブ

沼津市西熊堂711-1

1,056,000円

(単価8,250円／

指導者1人1回あたり)

　本市では、アスルクラロ沼津（トップチームを所管するア

スルクラロスルガ(株)）とパートナーシップ協定を締結し、

子どもたちの健全育成・スポーツ振興等について連携を図る

こととしている。

　本事業は、アスルクラロ沼津の下部組織（育成世代）を所

管・指導している一般社団法人アスルクラロスポーツクラブ

が培ってきたＪリーグが実践するスポーツ理論や指導方法を

もとにした指導ノウハウを前提としているため。

【地方自治法施行令167条の２第１項第２号】

12
沼津市立沼津高

等学校

ポリ塩化ビフェニル廃

棄物処理業務委託
8月20日

中間貯蔵・環境安全事

業株式会社　北九州Ｐ

ＣＢ処理事業所

福岡県北九州市若松区

響町1-62-24

12,279,036円

高濃度PCB廃棄物の処理については、契約相手方企業が所有

する全国5か所（北海道・東京・豊田・大阪・北九州）の事

業所の中から廃棄物の種別、保管場所により、都道府県ごと

に指定された場所で実施することが法令により義務づけられ

ているため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

13 図書館
沼津市立図書館

閲覧用図書(一般)
令和2年7月1日

株式会社　マルサン

書店

沼津市大手町5-3-

13

1,382,965円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」第23条第4項において再販売価格を維持するこ

とが認められている商品であり、全国一律価格となっ

ている。沼津市入札参加資格審査申請（業者登録）が

なされているのは１社であるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

14 図書館
沼津市立図書館

閲覧用図書(一般)
令和2年9月1日

株式会社　マルサン

書店

沼津市大手町5-3-

13

1,573,861円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」第23条第4項において再販売価格を維持するこ

とが認められている商品であり、全国一律価格となっ

ている。沼津市入札参加資格審査申請（業者登録）が

なされているのは１社であるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



10－12月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

1 学校管理課

沼津市立第一小学校他４

校低濃度ポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物（特別管理産

業廃棄物）処理業務委託

令和2年10月22日

株式会社　太洋

サービス

静岡県浜松市西区

篠原町9254-2

2,200,000円

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（変圧器等）を廃棄物処理

法に基づき適正に廃棄処理するものであるが、業者選

定にあたっては、国から無害化処理認定を受けている

ことに加え、静岡県から特別管理産業廃棄物収集運搬

業許可を受けている必要がある。

市登録業者の中で、上記条件を満たす業者が１者であ

るため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

2 学校管理課
沼津市立中学校合併処

理槽汚泥引抜業務委託
令和2年12月4日

沼津市環境整備事

業協同組合

静岡県沼津市大諏

訪731

1,964,490円

学校という教育現場において、合理性を優先し、

市の許可を受けた業者で構成され、複数の業者に

よって短期間で効率良く実施できる組合が適して

いると判断するため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

3 学校教育課

平成26年度情報機器整備

（管理及び校務用）　賃

貸借（再々々リース）

令和2年11月1日

日立キャピタル　株

式会社

東京都港区西新橋1-

3-1

1,548,800円

平成26年度より小中学校の情報機器（管理及び校務

用）の賃貸借を行っており、今回、再々々リースをす

るもの。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）



令和２年度　随意契約一覧表（教育委員会事務局）

10－12月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

4 図書館
沼津市立図書館

閲覧用図書(一般)
令和2年10月1日

株式会社

マルサン書店

静岡県沼津市大手

町5-3-13

1,389,160円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」第23条第4項において再販売価格を維持するこ

とが認められている商品であり、全国一律価格となっ

ているため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

5 図書館
沼津市立図書館

閲覧用図書(一般)
令和2年11月1日

株式会社

マルサン書店

静岡県沼津市大手

町5-3-13

1,531,255円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」第23条第4項において再販売価格を維持するこ

とが認められている商品であり、全国一律価格となっ

ているため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

6 図書館

電子図書館サービス利

用許諾及び電子書籍コ

ンテンツ使用

令和2年12月22日

株式会社

図書館流通

センター

東京都文京区大塚

3-1-1

19,800,000円

国内の電子図書館サービスにおいて、以下の内容について提

供可能な唯一の事業者である。

① 業界最多の約82,500点の電子書籍数を所持している。②

通常版サイトは、ウェブアクセシビリティ規格(注１)である

「JIS X8341 3:2016」の適合レベル「ＡＡ」に準拠した設

計・閲覧ビューワになっており、リフロー型(注２)電子書籍

は文字の大きさ変更・文字色反転・音声読み上げ機能にも対

応している。③ スクリーンリーダー(音声読み上げソフト：

PC-Talker推奨)の音声を頼りに、全盲の視覚障害者の方でも

独力で一連の操作が可能な「テキスト版サイト」を無償で提

供している。④　電子図書館（サイト）内に、図書館でデジ

タルデータ化した独自資料の登録が可能であり、地域の情報

発信ツールとして活用できる。電子図書館サービスを取り

扱っている本市の登録事業者は、株式会社図書館流通セン

ター１者のみであるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



1-3月分

№ 契約担当課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

1 学校教育課
令和2年度沼津市小中
学校学習用ネットワー
ク構築業務委託

令和3年2月1日
東京ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ株式
会社営業部静岡営業所
沼津市大手町3-8-23

17,281,000円

小中学校のネットワークを新たに整備するにあたり、既存回
線へ影響を与えないように整備する必要があるので、構築に
は既存回線の設定を熟知しているほか、セキュリティ確保の
観点からも、既存回線の保守業者と同一業者が構築すること
が必要となるため【地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号】

2 学校教育課
⾧井崎小中及び戸田小
中一貫学校ネットワー
ク統合業務委託

令和3年3月25日
東栄商工株式会社
沼津市岡宮607-1

1,650,000円

4月からの⾧井崎小中及び戸田小中一貫学校化に伴い、現在
各小学校・中学校で別々で運用しているサーバの統合や端末
の再設定にあたり、現在のサーバや端末等の環境設定を熟知
しているほか、セキュリティ確保の観点からも、既存の保守
業者であり、現在年度更新による機器入れ替えに伴う環境の
再構築を行っている業者でなければ業務を行うことができな
いため【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

3 文化振興課

沼津市民文化センター
空調用冷温水機R-1真
空漏れ箇所調査及び修
繕

令和3年2月16日

川重冷熱工業株式
会社
愛知県名古屋市西
区四条木町390番
地ミユキアネック
スⅡ

3,465,000円

稼働不能となった全館空調用冷温水発生器の伝熱
管を緊急的に修繕する必要があり、本機は施設建
設時に沼津市民文化センター用に特注された設備
であったことから、事前の状況調査を要さず、直
ちに修繕作業に取り掛かれる事業者は、設計者で
ある川重冷熱工業㈱のみであるため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第５号】

令和２年度 随意契約一覧表（教育委員会事務局）



令和２年度 随意契約一覧表（教育委員会事務局）

1-3月分

4 図書館
沼津市立図書館
閲覧用図書(一般)

令和3年1月4日

株式会社
マルサン書店
静岡県沼津市大手
町5-3-13

1,284,089円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律」第23条第4項において再販売価格を維
持することが認められている商品であり、全国一
律価格となっているため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

5 図書館
沼津市立図書館
閲覧用図書(一般)

令和3年2月2日

株式会社
マルサン書店
静岡県沼津市大手
町5-3-13

1,321,797円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律」第23条第4項において再販売価格を維
持することが認められている商品であり、全国一
律価格となっているため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

6 図書館
沼津市立図書館
閲覧用図書(一般)

令和3年3月2日

株式会社
マルサン書店
静岡県沼津市大手
町5-3-13

2,952,594円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律」第23条第4項において再販売価格を維
持することが認められている商品であり、全国一
律価格となっているため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



令和２年度 随意契約一覧表（教育委員会事務局）

1-3月分

7 図書館
沼津市立図書館
閲覧用図書(児童)

令和3年3月24日

株式会社
マルサン書店
静岡県沼津市大手
町5-3-13

1,386,000円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律」第23条第4項において再販売価格を維
持することが認められている商品であり、全国一
律価格となっているため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】


