
№ 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
企画部
広報課

コミュニティFM放送
「エフエムぬまづ」によ
るラジオ広告

令和3年4月1日
エフエムぬまづ(株)
沼津市寿町8-28
メディアプラザ

8,712,000円

コミュニティFM放送局の開設は、各市域において１局
と定められており、沼津市内においては、エフエムぬ
まづ(株)が唯一のコミュニティFM放送であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

2
企画部
広報課

令和３年度広報ぬまづ配
送

令和3年4月1日
文光堂印刷(株)
静岡県沼津市西間門
68-1

3,984,750円

広報ぬまづの印刷製本から配送までは、工程上７日程
の短期間であるため、効率良くこなすために印刷製本
業者と同一の業者が最善である。令和３年度の広報ぬ
まづの印刷製本に関する契約を締結したのは文光堂印
刷(株)。【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

3
企画部
広報課

ホームページ等管理業務
委託

令和3年4月1日

(株)データサービス
センター
静岡県沼津市吉田町
33-24

6,394,080円

沼津市ホームページを表示させるために必要な設定
ファイルは、開発者の(株)データサービスセンターが
沼津市用に構築したもので、その権利は同者に帰属
し、同者のみが知る情報であるため。【地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号】

4
企画部
広報課

ホームページ内容の向上
に関する作成・修正業務
委託

令和3年4月1日

(株)データサービス
センター
静岡県沼津市吉田町
33-24

4,718,450円

沼津市ホームページを表示させるために必要な設定
ファイルは、開発者の(株)データサービスセンターが
沼津市用に構築したもので、その権利は同者に帰属
し、同者のみが知る情報であるため。【地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号】

令和３年度 随意契約一覧表（４−６月分）



5
企画部
生活安心課

令和3年度 アスルクラ
ロ沼津人権擁護啓発活動
業務委託

令和3年6月7日

アスルクラロスルガ
株式会社
静岡県沼津市西熊堂
711番地の1

1,001,000円

地域人権啓発活動活性化事業実施要領（法務省）にお
いて、スポーツ組織と連携協力した人権啓発活動が事
業メニューの一つとなっており、そのメニューを活用
した本市の人権啓発活動地方委託事業実施計画で法務
大臣より承認を得ている。本市とアスルクラロ沼津と
のパートナーシップ協定に基づき、連携して事業を実
施することで、その集客力を活用するとともに選手と
ＰＲ活動を行うことで効率的に事業を実施することが
できるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

6
企画部
地域自治課

第四地区センター・沼津
南消防署エレベーター等
保守点検業務委託

令和3年4月1日

日本オーチス・エレ
ベータ 株式会社
静岡支店
県静岡市葵区常磐町
2-13-1

  2,760,780円

国土交通省の「昇降機の適切な維持管理に関する指
針」に基づき、エレベーター保守点検は競争入札が適
しているとは言い切れないことから、設置当初から製
造業者の保守点検を専門に行っている業者と契約を締
結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】

7
企画部
地域自治課

令和３年度テレビ通訳
サービス等業務委託

令和3年4月1日

株式会社ポリグロッ
トリンク
東京都台東区上野7-
4-9

1,188,000円

テレビ通訳15言語、電話通訳19言語と、テレビ通訳
サービスを提供する業者の中でも、より多くの言語に
対応しており、R2.7月からの試験導入においても問題
なくスムーズな通訳業務が遂行できているため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

8
企画部
人事課

令和３年度 人事給与・
庶務事務システム運用支
援業務委託

令和3年4月1日

富士通Japan株式会
社静岡東部支店
静岡県沼津市大手町
３-８-２５

4,180,000円

沼津市で使用している富士通株式会社製IPK人事給
与・庶務事務システムを使用して行っている給与支払
い事務の一部を委託するもので、システム導入・構築
事業者である富士通株式会社以外では運用が困難なた
め
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



9
企画部
人事課

令和３年度 血液・血
圧・尿・心電図・聴力検
査共同実施契約

令和3年5月6日

静岡県市町村職員共
済組合
静岡県静岡市駿河区
南町14番25号

単価契約(1人当
たり）
血液学的検査580
円、生化学的検
査3,400円、尿検
査270円、血圧検
査180円、心電図
検査1,200円、聴
力検査300円
想定金額
4,657,400円

共済組合に加盟している所属所(自治体等）は「静岡県
市町村職員共済組合保健事業実施要領」において、共
済組合を受託者として健康診断を共同実施することを
義務としているため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

10
企画部
人事課

令和３年度 沼津市職員
集合研修業務委託（新
任・昇任）

令和3年4月1日

一般社団法人 日本
経営協会
東京都渋谷区千駄ヶ
谷３－１１－８

2,569,600円

研修業務は、研修プログラムの企画や講師の選定な
ど、価格競争ではなく企画力等の総合的な評価によっ
て契約相手方を選定すべき業務であるため、選定委員
会を設置し、プロポーザル方式により契約候補者の選
定を行ったため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

11
企画部
人事課

令和3年度 沼津市職員
集合研修業務委託（キャ
リア・育成）

令和3年4月1日

株式会社ビーコン
ラーニングサービス
東京都中央区日本橋
茅場町２－２－１

1,817,040円

研修業務は、研修プログラムの企画や講師の選定な
ど、価格競争ではなく企画力等の総合的な評価によっ
て契約相手方を選定すべき業務であるため、選定委員
会を設置し、プロポーザル方式により契約候補者の選
定を行ったため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

12
企画部
人事課

令和3年度 沼津市職員
集合研修業務委託（法制
執務）

令和3年4月1日

㈱ぎょうせい 東京
支社
東京都江東区新木場
１－１８－１１

1,830,000円

研修業務は、研修プログラムの企画や講師の選定な
ど、価格競争ではなく企画力等の総合的な評価によっ
て契約相手方を選定すべき業務であるため、選定委員
会を設置し、プロポーザル方式により契約候補者の選
定を行ったため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



13
企画部
人事課

令和3年度職員採用試験
業務委託

令和3年5月6日

㈱日本経営協会総合
研究所
東京都新宿区西新宿
２－７－１

単価契約(一人当た
り税抜）
教養試験（大卒
1500円、免許資格
職1900円、短大・
高校卒1900円、民
間経験者1900円、
障害のある人1900
円）
適性検査・事務能
力検査（大卒2400
円、短大・高校卒
3000円、民間経験
者3000円、障害の
ある人3000円）
論文採点（大卒
2400円、短大・高
校卒2900円、民間
経験者2900円、障
害のある人2900
円）
想定金額
1,814,120円

採用試験の業務委託は、単に金額のみの比較ではな
く、自治体での採用試験業務の実績が重要であるた
め、他市実績を有する業者より見積りを徴収し、最低
価格の業者と予算の範囲内において契約した。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



14
企画部
ICT推進課

沼津市内部情報システム
運用支援業務委託

令和3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
静岡県沼津市大手町
3-8-23 ニッセイ
スタービル

40,378,800円

本件は、各システムの運用に関する技術的支援及び管
理等を行うヘルプデスク業務、並びに全庁で個別に導
入されている各業務システムへの連携及び確認データ
の作成等その運用支援を行う共通基盤運用業務等につ
いて委託するものである。本業務の業者選定にあたっ
ては、市のネットワークやサーバ等システム構成に対
応する高度な技術力、専門性及びインシデント発生時
の即時対応等が必要とされるため、予算の範囲内でよ
り良い提案が得られるプロポーザル方式を採用し選定
した結果、左記事業者と随意契約を行うものである。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

15
企画部
ICT推進課

メール配信システム賃借
料

令和3年4月1日

バイザー株式会社
愛知県名古屋市中村
区名駅南二丁目14
番19号

2,072,400円

多くの市民が登録をしており、導入業者を変更する場
合、再度登録作業が発生し、市民への大きな負担とな
る。また、それによる登録の移行漏れが生じた場合、
本システムの導入目的を損なうため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

16
企画部
ICT推進課

ペーパーレス会議システ
ム使用料

令和3年4月1日

東京インタープレイ
株式会社
東京都中央区日本橋
二丁目10番8号

2,178,000円

議会事務局において運用中の「SideBooksクラウド本
棚」を導入することから、このシステムを取り扱う唯
一の事業者であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

17
企画部
ICT推進課

カラーデジタル複合機感
光ドラム使用料

令和3年4月1日

キヤノンマーケティ
ングジャパン株式会
社
愛知県名古屋市中区
錦一丁目11番11号

1,188,000円

「日本語ラインプリンタ等一式賃借(平成28年8月2日
契約締結)」により導入が決まったカラーデジタル複合
機の一部として動作するものであり、他社のものでは
対応できないため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

18
企画部
ICT推進課

日本語ラインプリンタ装
置の感光ドラム使用料

令和3年4月1日

富士通Ｊａｐａｎ株
式会社 静岡東部支
店
静岡県沼津市大手町
３－８－２５

1,056,000円
富士通㈱製日本語ラインプリンタの一部として動作す
るものであり、他社のものでは対応できないため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



19
企画部
ICT推進課

行財政情報サービス
「iJAMP」利用料

令和3年4月1日

株式会社 時事通信
社
東京都中央区銀座五
丁目15-8

2,640,000円

「iJAMP」は、中央省庁や地方自治体の行政関連
ニュース等を発信するとともに、行政関連資料のデー
タベースなど、幅広い情報を有している情報提供サー
ビスである。当該サービスの利用は、効果的・効率的
な情報収集を可能とするものであり、また、各省大臣
会見、中央官庁・地方自治体の動静やニュース、災害
情報などを、職員がリアルタイムで把握できるサービ
スは「iJAMP」以外にないため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

20
企画部
ICT推進課

情報共通基盤賃貸借 令和3年4月1日

みずほ東芝リース
株式会社
東京都港区虎ノ門一
丁目２番６号

1,661,352円

基幹系業務等のオープン系システムへの切り替えによ
るホストコンピュータの廃止に伴い、パッケージシス
テムの無い業務等の宛名や各種通知のプリントアウト
等に対応するため導入したシステムを再リースするも
ので、その契約先事業者と随意契約を行うものであ
る。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

21
企画部
ICT推進課

令和３年度電子計算組織
管理及び運用に伴う技術
支援業務委託

令和3年4月1日

富士通Ｊａｐａｎ株
式会社 静岡東部支
店
静岡県沼津市大手町
３－８－２５

2,640,000円

現在稼働中のサーバは富士通Japan㈱製であり、本業
務委託では、サーバの集約・管理を行うため、サーバ
の製造業者である富士通株式会社の情報技術者に委託
することが最適であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

22
企画部
ICT推進課

自治体情報セキュリティ
クラウド使用料

令和3年4月1日

株式会社ＴＯＫＡＩ
コミュニケーション
ズ
静岡市葵区常磐町2
丁目6番地の8

6,725,040円

当該システムは静岡県が構築し、静岡県及び県内全市
町が参加し共同で利用されており、⾧期に渡り停止す
ることは重大な障害をもたらす。また、このシステム
は上記事業者により設計・構築・運用されており、シ
ステム障害等に迅速な対応が可能な唯一の業者である
ため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



23
企画部
ICT推進課

ネットワーク運用支援業
務委託

令和3年4月1日

富士通Ｊａｐａｎ株
式会社 静岡東部支
店
静岡県沼津市大手町
３－８－２５

4,938,736円

障害復旧の対象となるネットワーク機器は障害によっ
て停止した場合、業務に多大な影響を与えるため、障
害時には極めて迅速に対応する必要がある。また、本
契約はその特性上、不特定多数の業者から見積書を徴
収することができない。それに対し、富士通
Japan(株)は、本市のネットワークを構築し、ネット
ワーク機器の迅速な復旧を図ることが可能な体制を有
する唯一の事業者となるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

24
企画部
ICT推進課

グループウェアシステム
賃借料

令和3年4月1日

三菱ＨＣキャピタル
株式会社
東京都千代田区丸の
内一丁目５番１号

3,534,960円
既に導入しているハードウェアを引き続いて再リース
するため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

25
企画部
ICT推進課

データ標準レイアウト令
和３年６月改版対応 団
体内統合利用番号連携
サーバ改修業務委託

令和3年5月12日

富士通Ｊａｐａｎ株
式会社 静岡東部支
店
静岡県沼津市大手町
３－８－２５

1,980,000円

現在の団体内統合利用番号連携サーバは富士通㈱製の
著作物(プログラム等)であり、製造業者である富士通
株式会社でなければ対応できないため。【地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号】

26
財務部
総務課

総合法令管理システム利
用

令和3年4月1日
第一法規株式会社
東京都港区南青山2
丁目11番17号

3,212,880円

本システムは、過去の改廃データが蓄積されており、
過去の施行日ごとの状態を閲覧、検索できるのは、本
システムの管理運営者である第一法規株式会社のみで
あるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

27
財務部
総務課

沼津市例規データベース
システム更新業務委託

令和3年4月1日
第一法規株式会社
東京都港区南青山2
丁目11番17号

3,784,000円

本システムは、他社に仕様を公開していないため、本
システムを構築した第一法規株式会社以外にシステム
のデータ内容の更新業務を依頼するのは不可能である
ため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



28
財務部
財政課

令和3年度 沼津市公会
計システム入力支援等業
務委託

令和3年4月1日

ＬＰＡパートナー株
式会社
静岡県浜松市中区板
屋町110-5 浜松第
一生命日通ビル３Ｆ

2,695,000円

 総務省が求める統一的な基準による財務書類の作成
に係るシステム開発業者との会社間連携が密であると
ともに、会計知識に精通し、専門的な観点からのシス
テム入力支援が可能な本市登録業者の唯一の事業者で
あるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

29
財務部
財政課

令和３年度 統一的な基
準による地方公会計に係
る財務書類の作成及び活
用支援業務委託

令和3年4月5日

有限監査法人
トーマツ
東京都千代田区丸の
内3-2-3 丸の内二
重橋ビルディング

5,992,800円

 本業務に必要な体制構築に関与し、本市の財政状況
を熟知しているとともに、総務省から示された統一的
な基準に関するマニュアルの詳細な運用に精通し、会
計的な専門知識を有する税理士や公認会計士の有識者
が必要に応じて監修できる体制を確保することが可能
であり、限られた時間の中で必要な助言が得られる本
市登録業者の唯一の事業者であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

30
財務部
資産活用課

沼津市庁舎エレベーター
保守点検業務委託

令和3年4月1日

株式会社日立ビルシ
ステム横浜支社
横浜市西区高島一丁
目１番２号

1,980,000円

 エレベーターは、設備の不良による事故が直接人命
に繋がることから、保守点検の考え方は予防保全を前
提に、設備の不具合を注意深く観察していって、その
設備に起こりつつある問題点を探り、事前に手当て
し、不具合等の情報も含めて継続的に管理していくこ
とが重要である。
 入札によって点検業者が変更となった場合、肝心な
情報の継続性を中断することとなり、事故や故障発生
のリスクがます可能性が高いため、設置業者であり保
守を専門に行っている者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】



31
財務部
資産活用課

沼津市庁舎浄化槽維持管
理・清掃業務委託

令和3年4月1日

沼津市環境整備事業
協同組合
沼津市大諏訪731番
地

2,537,700円

 市庁舎浄化槽には、１回の清掃で約80ｔの引出しが
必要であるが、この量は市内浄化槽清掃業者が所有す
る吸引車の平均積載量3.0ｔで約26台分に相当する。
 引出し作業については、庁舎閉庁日の午前中に完了
させることとしており、時間内に作業を完了させるた
めには10台以上の吸引車で往復運搬する必要がある
が、市の許可を受けた「浄化槽清掃業者」（８社）の
車両保有状況は、1社あたり最大積載量1.8～6.8ｔ車
が２～４台という状況であり、市庁舎浄化槽の引出し
作業を行うためには、複数業者の車両を調整できる一
括業務とする必要があるため、市内浄化槽清掃業者
（８社）が組合員となる沼津市環境整備事業協同組合
と随意契約をしている。【地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号】

32
財務部
資産活用課

沼津市庁舎ターボ冷凍機
保守点検業務委託

令和3年4月1日

株式会社日立ビルシ
ステム横浜支社
横浜市西区高島一丁
目１番２号

8,505,200円

ターボ冷凍機の保守点検に関して、製造メーカーであ
る「日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社（旧
日立アプライアンス株式会社）」は「株式会社日立ビ
ルシステム」との間で保全に関する決定事項や整備項
目等が記載された協定書を取り交わし、保守点検業者
として「株式会社日立ビルシステム」を指定してい
る。内部の構造や保守に関する技術等は他社に公開し
ておらず、日立ビルシステムのみが知り得る情報であ
る。よって、当該保守を行うことができるのは日立ビ
ルシステムのみであるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



33
財務部
資産活用課

自動車保険219台分
（R3.4.15～R4.4.14）

令和3年4月1日

公益社団法人 全国
市有物件災害共済会
東京都千代田区平河
町2-4-1
日本都市センター会
館10階

3,967,555円

契約相手に当たる「公益社団法人全国市有物件災害共
済会」については、地方自治法第２６３条の２の規定
に基づき、公有財産の災害による損害の相互共済を行
うために、全国の市によって設立された公益社団法人
であり、沼津市は相互救済事業に賛同し、会員となっ
ているため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

34
財務部
資産活用課

市営住宅などの火災共済
掛金

令和3年4月1日

公益社団法人 全国
公営住宅火災共済機
構
東京都港区虎ノ門2-
3-17
虎ノ門2丁目タワー
21階

2,419,991円

契約相手に当たる「公益社団法人全国公営住宅火災共
済機構」については、地方自治法第２６３条の２の規
定に基づき、火災・水災・震災その他の災害に因る財
産の損害に対する相互共済を行うために、全国の市に
よって設立された公益社団法人であり、沼津市は相互
救済事業に賛同し、会員となっているため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

35
財務部
資産活用課

市民総合賠償補償保険 令和3年4月1日

全国市⾧会
東京都千代田区平河
町2-4-2
全国都市会館4階

1,911,541円

契約相手に当たる「全国市⾧会」については、地方自
治法第263条の３の規定に基づき、市⾧の全国的連合
組織として総務大臣に届けられた団体であり、沼津市
も相互救済事業に賛同し、会員市となっているため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

36
財務部
資産活用課

建物総合損害共済基金分
担金

令和3年6月22日

公益社団法人
全国市有物件災害共
済会
東京都千代田区平河
町2-4-1
日本都市センター会
館10階

12,207,127円

契約相手に当たる「公益社団法人全国市有物件災害共
済会」については、地方自治法第２６３条の２の規定
に基づき、公有財産の災害による損害の相互共済を行
うために、全国の市によって設立された公益社団法人
であり、沼津市も相互救済事業に賛同し、会員市と
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】

37
財務部
納税管理課

2021年度固定資産税等
市税納期限告知のための
スポット広告

令和3年4月1日

静岡県沼津市寿町8-
28メディアプラザ
エフエムぬまづ
（株）

1,650,000円
ＦＭ放送は、沼津市内にエフエムぬまづ（株）１社し
かないため
【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】



38
財務部
資産税課

令和３年度 地番図・家
屋図データベース異動修
正業務委託

令和3年6月22日

国際航業株式会社
静岡支店 静岡市葵
区栄町4-10 朝日
生命静岡栄町ビル

7,469,000円

沼津市統合型GISに搭載している地番図・家屋図の異
動修正にあたり、システムの開発元である（株）国際
航業が、正確かつ迅速に対応ができる唯一の業者であ
るため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

39
財務部
資産税課

令和３年度
標準宅地の時点修正業務
委託

令和3年6月18日

静岡県不動産鑑定協
同組合
静岡市葵区伝馬町１
８番地の１１

7,429,400円

沼津市内における令和３年度を基準年度とする標準宅
地は614地点あり、短期間でこれらの評価を行うに
は、少人数の鑑定士しか所属していない、鑑定事務所
単独での対応は不可能である。
県内に所在地を持つ登録業者（２業者）の鑑定士人数
を調査したところ、いずれも１名と少人数であった。
以上のことから、本業務については競争入札には適さ
ないため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

40
市民福祉部
市民課

令和３年度沼津市斎場火
葬炉保守点検業務委託

令和3年4月1日

富士建設工業株式会
社
新潟県新潟市北区島
見町3307番地16

1,055,450円

火葬炉はメーカーの特許・機密や独自技術等により設
計施工されており、メーカーは維持管理のノウハウを
所有し、設備異常時の復旧に必要な部品及び専門技術
者を有しているため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

41
市民福祉部
市民課

令和３年度沼津市斎場エ
レベーター保守点検業務
委託

令和3年4月1日

日本オーチス・エレ
ベータ株式会社 静
岡支店
静岡県静岡市葵区常
磐町2丁目13－1

1,240,800円

昇降機の安全確保に関し、純正部品を有し、「昇降機
検査資格」を有する検査士がおり、継続的な保守点検
が可能なため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

42
市民福祉部
市民課

統合端末機賃借 令和3年4月1日
株式会社JECC
東京都千代田区丸の
内三丁目4-1

1,731,840円

賃貸借契約終了した機器の再リースで、機器更新によ
る新たな機器を導入するより安価に機器を調達できる
ため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



43
市民福祉部
市民課

令和３年度沼津市斎場火
葬業務委託

令和3年4月1日

富士建設工業株式会
社
新潟県新潟市北区島
見町3307番地16

30,624,000円

本市の火葬炉が、稼働開始当時の炉と入れ替えを行っ
た炉が混在する中、火葬という事故等が許されない特
殊な現場で、炉の運転操作や監視、日常の点検等を行
い、炉に精通した職員を有するとともに、炉に必要な
部品を有し、突発的な故障等に速やかに対応できるた
め。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

44
市民福祉部
市民課

証明書等自動交付サービ
ス契約

令和3年4月1日

地方公共団体情報シ
ステム機構
東京都千代田区一番
町25番地

1,551,888円
コンビニ交付にかかる一連のサービスを提供する唯一
の機関であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

45
市民福祉部
市民課

令和３年度 国民年金シ
ステム（税制改正に伴う
年金法令改正対応）改修
業務委託

令和3年5月7日

富士通Japan株式会
社 静岡東部支店
静岡県沼津市大手町
3-8-25

1,089,000円

パッケージシステムであり、システムの仕様を公開し
ていない国民年金システムを、本市において構築・運
用している本事業者が、システム改修を行うことので
きる唯一の事業者であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

46
市民福祉部
市民課

令和３年度沼津市斎場火
葬炉設備修繕

令和3年6月21日

富士建設工業株式会
社
新潟県新潟市北区島
見町3307番地16

6,490,000円

火葬という事故等が許されない特殊な業務で使用する
火葬炉を円滑に稼働するための定期的な補修業務で、
メーカーとして火葬炉設備の知識と部品を有している
ため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

47
市民福祉部
市民課

戸籍システム等（区画整
理対応）改修業務委託

令和3年6月30日

富士通Japan株式会
社 静岡東部支店
静岡県沼津市大手町
3-8-25

6,050,000円

パッケージシステムであり、システムの仕様を公開し
ていない戸籍システムを、本市において構築・運用し
ている本事業者が、システム改修を行うことのできる
唯一の事業者であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



48
市民福祉部
国民健康保険課

沼津市特定健康診査等委
託（一般社団法人 沼津
医師会）

令和3年5月6日

一般社団法人 沼津
医師会
静岡県沼津市八幡町
82

128,548,196円

沼津市特定健康診査等健診事業実施要綱により特定健
診等の実施を沼津医師会その他市⾧が適当と認める者
に委託することが定められており、受診者の利便性等
のため、多くの医療機関で健診が実施できるよう沼津
医師会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】

49
市民福祉部
国民健康保険課

沼津市特定健康診査等委
託（一般財団法人日本健
康増進財団）

令和3年5月6日

一般財団法人日本健
康増進財団
東京都渋谷区恵比寿
1-24-4

6,181,064円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、連続し
た日程で集団健診の実施が可能であり、オプション検
査として動脈硬化度の検査ができること、経年的結果
の提供が可能であるという条件が全て整っている実施
機関であるため。【地方自治法施行令第167条の２第
１項第２号】

50
市民福祉部
国民健康保険課

後期高齢者医療脳ドック
検査業務委託（西島病
院）

令和3年5月28日

医療法人社団 親和
会 西島病院
静岡県沼津市大岡
2835番7

1,050,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり脳ドックを実施している
医療機関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】

51
市民福祉部
国民健康保険課

後期高齢者医療脳ドック
検査業務委託（沼津市立
病院）

令和3年5月28日
沼津市立病院
静岡県沼津市東椎路
字春の木550

1,230,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり脳ドックを実施している
医療機関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】

52
市民福祉部
国民健康保険課

国民健康保険システム改
修（税制改正対応）業務
委託

令和3年4月1日

富士通Ｊａｐａｎ株
式会社 静岡東部支
店
静岡県沼津市大手町
3-8-25

5,912,500円

国の示す期日内にシステム改修を完了させるために
は、本市独自のシステムの仕様を熟知していることが
必須条件であり、システムの根幹に係る仕様は他社向
けに公開されておらず、他の業者によるシステム改修
は困難であるため。【地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号】



53
市民福祉部
国民健康保険課

令和３年度 沼津市脳
ドック検査業務委託（メ
ディトピア沼津・内科ク
リニック）

令和3年5月19日

医療法人（社団）
華翠会 メディトピ
ア沼津・内科クリ
ニック
静岡県沼津市岡一色
575-1

2,000,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり脳ドックを実施している
医療機関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】

54
市民福祉部
国民健康保険課

令和３年度 沼津市脳
ドック検査業務委託（沼
津市立病院）

令和3年5月19日
沼津市立病院
静岡県沼津市東椎路
字春の木550

1,680,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり脳ドックを実施している
医療機関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】

55
市民福祉部
国民健康保険課

令和３年度 沼津市脳
ドック検査業務委託（裾
野赤十字病院）

令和3年5月19日
裾野赤十字病院
静岡県裾野市佐野
713

1,320,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり脳ドックを実施している
医療機関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】

56
市民福祉部
国民健康保険課

令和３年度 沼津市脳
ドック検査業務委託（聖
隷沼津健康診断セン
ター）

令和3年5月19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
静岡県沼津市本字下
一丁田895-1

2,600,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり脳ドックを実施している
医療機関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】

57
市民福祉部
国民健康保険課

令和３年度 沼津市脳
ドック検査業務委託（西
島病院）

令和3年5月19日

医療法人社団 親和
会 西島病院
静岡県沼津市大岡
2835番7

4,400,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり脳ドックを実施している
医療機関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】

58
市民福祉部
国民健康保険課

令和３年度 沼津市脳
ドック検査業務委託（静
岡医療センター）

令和3年5月19日

独立行政法人 国立
病院機構 静岡医療
センター
静岡県駿東郡清水町
762-1

1,600,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり脳ドックを実施している
医療機関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】



59
市民福祉部
国民健康保険課

令和３年度 沼津市人間
ドック検査業務委託（御
成橋栄クリニック）

令和3年5月19日

御成橋 栄クリニッ
ク
静岡県沼津市八幡町
29-1栄ビル2F

1,835,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり人間ドックを実施してい
る医療機関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】

60
市民福祉部
国民健康保険課

令和３年度 沼津市人間
ドック検査業務委託（聖
隷沼津健康診断セン
ター）

令和3年5月19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
静岡県沼津市本字下
一丁田895-1

5,555,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり人間ドックを実施してい
る医療機関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】

61
市民福祉部
国民健康保険課

令和３年度 沼津市人間
ドック検査業務委託（沼
津市立病院）

令和3年5月19日
沼津市立病院
静岡県沼津市東椎路
字春の木550

1,125,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり人間ドックを実施してい
る医療機関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】

62
市民福祉部
国民健康保険課

令和３年度 沼津市人間
ドック検査業務委託
（べっく・メディカル・
クリニック）

令和3年5月19日

べっく・メディカ
ル・クリニック
静岡県沼津市西沢田
338-1

1,290,000円

受診者の利便性、受診の機会を確保するため、沼津医
師会の管轄する地域内にあり人間ドックを実施してい
る医療機関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】

63
市民福祉部
国民健康保険課

「国保だより」
「国保だより やさしい
にほんご版」

令和3年4月26日

文光堂印刷 株式会
社
静岡県沼津市西間門
68-1

5,154,545円
広報ぬまづに折り込み同時配布を行うため、広報ぬま
づを作成している事業者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】

64
市民福祉部
健康づくり課

沼津市妊婦歯科健康診査
委託（沼津市歯科医師
会）

令和3年4月1日
一般社団法人 沼津
市歯科医師会
沼津市末広町82番

単価契約
1,747,000円

（見込）

沼津市妊婦歯科健康診査助成事業実施要項第3条に基づ
く。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



65
市民福祉部
健康づくり課

令和３年度 人工知能
（ＡＩ）を活用した特定
健診受診率向上支援事業
業務委託

令和3年4月1日

株式会社キャンサー
スキャン
東京都品川区西五反
田1-3-8

7,999,090円

受診勧奨対象者の選定・抽出において、全国500を超
える委託先自治体の受診履歴や問診票回答等のビック
データをもとに人工知能（AI）を構築しており、この
人工知能を活用した手法は特許を取得し、当事業者の
み持ち得るものであり、効果的に受診につながりやす
い対象者を抽出し、成果を出すことができる業者であ
るため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

66
市民福祉部
健康づくり課

歯科救急医療業務委託 令和3年4月1日

一般社団法人 沼津
市歯科医師会
沼津市末広町82番
地

3,165,360円

・本市における休日の歯科救急医療の提供は、市内の
100を超える歯科医が輪番で担当している。
 ・この輪番医の選定、割振りから、決定後の変更の
調整、委託料の支払に至るまでの一連の業務を、市が
直接個々の歯科医と契約して実施することは事務手続
上非常に煩雑で非合理的であり、また、著しく困難で
ある。
 ・業務を円滑かつ確実に実施するためには、本市所
在の歯科医を一元的にとりまとめ調整することのでき
る唯一の組織である、一般社団法人沼津市歯科医師会
を通じて行うことが最も合理的な方法と考えられる。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



67
市民福祉部
健康づくり課

救急医療業務委託 令和3年4月1日

一般社団法人 沼津
医師会
沼津市八幡町82番
地

79,850,774円

・本市における初期救急医療及び二次救急医療の提供
は、医療機関数の問題や医師会の区域が複数の市町間
にまたがっていることなどから、近隣市町所在の医療
機関も参加して実施されている。
 ・365日毎日の当番医の割振りから、変更が生じた
場合の調整、さらには委託料の支払に至るまで、すべ
ての事務を診療科目別に個々の医療機関との間で各市
町が直接契約して委託することは著しく困難であり、
事務手続き上も非常に煩雑で合理的とは言えないもの
である。
 ・沼津医師会管内市町は本市をはじめ全２市２町に
および、共通の仕様（委託条件）で業務の委託を行う
こととなるが、窓口となる統一的な委託先の確保が必
要である。
 ・これらの状況から、一の行政区域を超える範囲に
おける救急医療の提供体制を円滑かつ確実に確保・実
施するためには、この地域の医師を取りまとめること
のできる唯一の組織である一般社団法人沼津医師会を
通じて行うことが最も合理的かつ唯一の方法と考えら
れる。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



68
市民福祉部
健康づくり課

保健センター等エレベー
ター保守点検業務委託

令和3年4月1日

日本オーチス・エレ
ベータ 株式会社
静岡支店
静岡市葵区常磐町2
丁目13-1

1,254,000円

保健センター・青少年教育センター内のエレベーター
は日本オーチス・エレベータが設置されている。エレ
ベーターは不特定多数の市民が利用するもので、その
保守管理においては安全性とともに緊急時の迅速な対
応が必要である。当該エレベーターは製造業者の固有
の技術が使われており、そのノウハウを熟知している
業者でなければ点検整備ができない。また、部品にお
いても当社の純正部品でなければ対応できない。当該
業者は「昇降機検査資格」を有する検査士がいる。エ
レベーターの運転状態を遠隔監視装置により日本オー
チス・エレベータ(株)サービスセンターで24時間監視
している。
保守点検業務の条件を満たす業者は、本設備を製造
し、本設備を熟知し緊急時の対応の取れる当該業者の
みのため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

69
市民福祉部
健康づくり課

沼津市健康管理システム
一式賃借（再リース）

令和3年4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番1号

4,620,000円

平成27年度より沼津市健康管理システムの賃借を行っ
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3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、既存機器の賃借の契
約相手である富士通リース(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】

70
市民福祉部
健康づくり課

健康診査等業務委託（一
般社団法人 沼津医師
会）

令和3年5月14日
一般社団法人 沼津
医師会
沼津市八幡町82番

単価契約
549,818,967円

（見込）

沼津市健康増進事業実施要綱第3条に基づく。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



71
市民福祉部
健康づくり課

集団健康診査等業務委託
（JA静岡厚生連リハビリ
テーション中伊豆温泉病
院）

令和3年5月14日

ＪＡ静岡厚生連リハ
ビリテーション 中
伊豆温泉病院
伊豆市上白岩1000

単価契約
2,151,598円

（見込）

巡回検診車をもつ医療機関のうち、あらかじめ委託料
単価を設定することができ、
受診人数に関わらず、巡回検診車を配車可能で、
あらかじめ予約する必要なく受診することができる医
療機関であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

72
市民福祉部
健康づくり課

集団健康診査等業務委託
（一般財団法人日本健康
増進財団）

令和3年5月14日

一般財団法人 日本
健康増進財団
東京都渋谷区恵比寿
1丁目24番4号

単価契約
1,394,550円

（見込）

健康診査実施期間中1週間以上の⾧期にわたり、機材並
びに医師・検査従事者等の派遣が可能であり、特定健
診と併せて他の健診を行うことが可能であることから
随意契約を行うもの。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

73
市民福祉部
健康づくり課

沼津市特定健康診査等委
託（一般社団法人 沼津
医師会）

令和3年5月14日
一般社団法人 沼津
医師会
沼津市八幡町82番

単価契約
130,682,084円

（見込）

沼津市特定健康診査等健診事業実施要綱第3条に基づ
く。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

74
市民福祉部
健康づくり課

沼津市特定健康診査等委
託（一般財団法人 日本
健康増進財団）

令和3年5月14日

一般財団法人日本健
康増進財団
東京都渋谷区恵比寿
1丁目24番4号

単価契約
10,480,296円

（見込）

沼津市までの出張及び、機材並びに医師・検査従事者
の連続した派遣、肝炎ウイルス検診・前立腺がん検診
の同時実施、経年的結果の提供ができる唯一の機関で
あるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

75
市民福祉部
健康づくり課

沼津市特定健康診査等委
託（JA静岡厚生連リハビ
リテーション中伊豆温泉
病院）

令和3年5月14日

ＪＡ静岡厚生連リハ
ビリテーション 中
伊豆温泉病院
伊豆市上白岩1000

単価契約
2,739,720円

（見込）

がん検診との同時実施が可能であること、単発開催の
集団検診が可能であること、結果管理も含めて実施し
ており経年的結果の提供が可能であること、結果説明
会や保健指導まで一連の流れに対応していること、予
約不要であることという条件を満たす医療機関である
ため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



76
市民福祉部
健康づくり課

風しんの抗体検査及び風
しんの第５期の定期接種
に係る委託

令和3年4月1日

公益社団法人 日本
医師会
東京都文京区本駒込
2丁目28-16

単価契約
29,914,060円

（見込）

対象者が成人ということから、全国の医療機関で同じ
条件にて検査や予防接種が受けられるように、全国知
事会と日本医師会とで契約を締結する集合契約のた
め。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

77
市民福祉部
健康づくり課

定期予防接種委託 令和3年4月1日

一般社団法人 沼津
医師会
沼津市八幡町82番
地

単価契約
308,452,432円

（見込）

市民が多くの医療機関で予防接種を受けることができ
る体制を整えることが必要であり、接種にかかる費用
の多寡で競争して予防接種を行う機関を選定すること
は適当ではない。沼津市内にある個々の医療機関と個
別で予防接種の業務を委託した場合、事務手続きが煩
雑になることから、本組織に属している医療機関であ
ればどこでも接種できるようにするため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

78
市民福祉部
健康づくり課

定期予防接種の市町間相
互乗入れ業務委託

令和3年4月1日

一般社団法人 静岡
県医師会
静岡市葵区鷹匠3丁
目6-3

単価契約
15,038,244円

（見込）

市民が多くの医療機関で予防接種を受けることができ
る体制を整えることが必要であり、接種にかかる費用
の多寡で競争して予防接種を行う機関を選定すること
は適当ではない。過去の実績より、沼津市外の施設に
入居している人や出産のため沼津市外にある実家に里
帰りしている人などが、本組織に属する医療機関で接
種しているため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

79
市民福祉部
健康づくり課

妊婦健康診査委託 令和3年4月1日

一般社団法人 静岡
県医師会
静岡市葵区鷹匠3丁
目6-3

単価契約
97,075,630円

（見込）

妊婦健康診査に係る協定書（県と県医師会及び県助産
師会が市町及び県医師会に所属する診療所、助産師会
に所属する助産所から委任を受けた上で締結した協
定。）に基づく。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



80
市民福祉部
健康づくり課

新生児聴覚スクリーニン
グ検査委託

令和3年4月1日

一般社団法人 静岡
県医師会
静岡市葵区鷹匠3丁
目6-3

単価契約
3,546,600円

（見込）

新生児聴覚スクリーニング検査に係る協定書（県と県
医師会及び県助産師会が市町及び県医師会に所属する
診療所、助産師会に所属する助産所から委任を受けた
上で締結した協定。）に基づく。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

81
市民福祉部
健康づくり課

産婦健康診査委託 令和3年4月1日

一般社団法人 静岡
県医師会
静岡市葵区鷹匠3丁
目6-3

単価契約
9,500,000円

（見込）

産婦健康診査に係る協定書（県と県医師会及び県助産
師会が市町及び県医師会に所属する診療所、助産師会
に所属する助産所から委任を受けた上で締結した協
定。）に基づく。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

82
市民福祉部
健康づくり課

集団健康診査等業務委託
（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）

令和3年6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

単価契約
4,550,700円

（見込）

集団婦人がん検診を実施するために必要な巡回検診車
をもつ市内及び近隣市町のうち、
あらかじめ委託料単価を設定することができ、乳がん
検診車を同日に2台配車することが可能で、
受診者に結果報告書を直接郵送することができるのは
当該医療機関のみであるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

83
市民福祉部
健康づくり課

乳児健康診査委託 令和3年4月1日

一般社団法人 静岡
県医師会
静岡市葵区鷹匠3丁
目6-3

単価契約
14,108,600円

（見込）

乳児健康診査に係る協定書（県と県医師会が市町及び
県医師会に所属する診療所から委任を受けた上で締結
した協定。）に基づく。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

84
市民福祉部
健康づくり課

令和３年度特定健診・が
ん検診のご案内印刷

令和3年4月9日
文光堂印刷 株式会
社
沼津市西間門68-1

2,972,266円

特定健診、がん検診の実施にあたり、市民に日程、実
施医療機関、注意事項などを周知する必要があること
から、「令和3年度特定健診・がん検診のご案内」は広
報ぬまづに差し込み、市内全世帯に配布を行う。当物
件の印刷と広報ぬまづへの差し込みについては、作業
工程を分割して実施すると業務遂行上支障があるた
め。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



85
市民福祉部
健康づくり課

令和３年度結核健康診断
及び肺がん検診業務委託
（結核検診）

令和3年6月21日

公益財団法人 静岡
県結核予防会
静岡市葵区南瀬名町
6番20号

単価契約
2,640,000円

（見込）

市内でレントゲン検診車を保持している医療機関で、
間接・直接撮影ができる車両を保持し、日程等に対応
できる唯一の医療機関であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

86
市民福祉部
健康づくり課

風しんの抗体検査及び風
しんの第５期の定期接種
に係る事務手数料

令和3年4月1日

静岡県国民健康保険
団体連合会
静岡市葵区春日二丁
目4-34

単価契約
1,069,000円

（見込）

全国知事会と日本医師会で契約を締結する集合契約で
あり、集合契約における請求・決済事務は各都道府県
国民健康保険団体連合会が行うと定められているた
め。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

87
市民福祉部
健康づくり課

特定健診・特定保健指導
等費用手数料

令和3年4月1日

静岡県国民健康保険
団体連合会
静岡市葵区春日二丁
目4-35

単価契約
2,313,101円

（見込）

国民健康保険法第85条の3第3項に基づき委託。また業
務の性質上、ほかに業務を行うことが可能な委託先が
存在しないため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

88
市民福祉部
健康づくり課

新型コロナワクチン接種
委託

令和3年4月1日
日本医師会
東京都文京区本駒込
2-28-16

新型コロナウイルスワクチン接種は迅速に接種を完了
させる必要があり、多くの医療機関が接種できるよう
にする体制が必要である。本契約では、各医療機関は
日本医師会に契約を委任することで接種ができる体制
作りを行っており、希望する医療機関すべてが接種を
行えるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

89
市民福祉部
健康づくり課

新型コロナワクチン接種
委託(国保連請求分)

令和3年4月1日

静岡県国民健康保険
団体連合会
静岡県静岡市葵区春
日二丁目４－３４

新型コロナワクチンは原則、住所地で接種を受けるこ
ととなっている。しかし、やむを得ない事情がある場
合、住所地以外で接種をすることができる。その場
合、接種費用は上記の契約に基づき、左記相手方に支
払い、左記相手方が各医療機関等に支払うこととなっ
ているため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

単価契約
863,672,000円

（見込）



90
市民福祉部
健康づくり課

新型コロナウイルスワク
チン接種会場使用料

令和3年4月19日
プラサヴェルデ 運
営共同事業体
沼津市大手町1-1-4

14,200,000円
（見込）

新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場は多くの
人が来場することが想定されるため、大人数を収容で
きる施設であること必要がある。また、それに伴い駐
車場を多数有していることや駅から近いなどの交通ア
クセスなどにも優れている必要がある。
プラサヴェルデに併設されている多目的ホールである
キラメッセぬまづはそうした条件をすべて満たす唯一
の施設であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

91
市民福祉部
健康づくり課

二市二町新型コロナウイ
ルスワクチン接種体制構
築業務委託(令和３年度)

令和3年4月1日

株式会社エヌ・
ティ・ティマーケ
ティングアクト東海
支店
愛知県名古屋市中区
新栄
町2-10

75,104,700円

本業務委託は、全国的に行われる業務委託であり、そ
の業務はコールセンターの運営と予約システムの構築
を行うものである。その業務には、ノウハウが必要で
あり、入札参加資格登録外の事業者も本業務を受注で
きる体制を整えておきたいこと、及び入札に付す時間
がないことから公募型見積合せとした。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第５号】

92
市民福祉部
健康づくり課

健康管理システム改修業
務委託(VRSシステム連
携対応)

令和3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
静岡県沼津市大手町
3-8-23 ニッセイス
タービル

1,980,000円

本業者は健康管理システムの設計・開発・構築を行っ
ている業者であり、システムの仕様は秘密情報となる
ため、他社への情報公開は行われておらず、また、本
システムは、住民記録や税情報等との連携がなされて
おり、システム改修業務においては、システム連携や
不具合等に対する復旧についても迅速に行う必要があ
るため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

93
市民福祉部
健康づくり課

接種室用機器レンタル 令和3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
静岡県沼津市大手町
3-8-23 ニッセイス
タービル

3,435,300円

新型コロナウイルスワクチン接種の事務作業等に使用
するための情報機器のレンタルであるが、業務の特性
上沼津市役所のネットワークに接続する必要があり情
報セキュリティの観点からも沼津市のネットワークを
保守している会社が望ましいため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



94
市民福祉部
健康づくり課

沼津市新型コロナウイル
スワクチン集団接種会場
運営業務委託

令和3年4月28日

株式会社 ＳＢＳプ
ロモ－ション
静岡県静岡市駿河区
森下町１－３５

単価契約
100,468,704円

本業務の業者選定にあたっては、受託者の経験・適
性・積極性が重要となる業務特性やワクチン供給量が
見通せず仕様詳細を指定しがたいことから、入札にそ
ぐわないためプロポーザル方式を採用し、契約したた
め。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

95
市民福祉部健康づ
くり課

令和３年度 インフルエ
ンザ予防接種についての
お知らせ 印刷

令和3年6月14日
沼津市西間門68番
地の１
文光堂印刷株式会社

1,724,712円

インフルエンザ予防接種の実施にあたり、全市民に対
し、インフルエンザ予防接種の説明・注意事項・接種
可能な医療機関等を周知する必要があるため、広報ぬ
まづに差し込み、市内全世帯に配布を行う。
本物件の印刷と広報ぬまづへの差込みについて、作業
工程を分割して実施することは業務遂行上支障がある
ため。【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

96

市民福祉部健康づ
くり課新型コロナ
ウイルスワクチン
接種室

ふじさんメッセ新型コロ
ナワクチン接種用バス借
上げ業務

令和3年6月21日
沼津市東椎路475
沼津バス協会

3,264,800円

本業務は、新型コロナワクチンの接種会場として県が
設けた会場であるふじさんメッセへと向かうためのバ
スの借上げ業務です。
本業務においては、シャトルバスを１日に10回の運行
を予定しており、沼津市でバス借上げ業務を行ってい
る各事業者に本業務の履行が可能か問い合わせたとこ
ろ、すべての事業者が不可能との回答であった。下記
の事業者は、バス借上げ業務を行っている各社によっ
て構成されており、構成団体が協力して業務を行え
ば、対応可能とのことであったため随意契約とした。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



97
市民福祉部
社会福祉課

令和３年度沼津市生活困
窮者一時生活支援事業等
業務委託

令和3年4月1日

特定非営利活動法人
POPOLO
静岡市葵区宮ケ崎町
53

1,530,000円

 本事業の実施にあたっては、｢沼津市生活困窮者一時
生活支援事業実施要領｣に基づく施設の設置、職員の配
置等が必要であるが、現在、市内に本事業を実施でき
る施設がなく、静岡県東部地区において本事業を実施
できる施設は富士市に所在する｢POPOLOハウス｣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】

98
市民福祉部
社会福祉課

令和３年度沼津市市民後
見推進事業業務委託

令和3年4月1日

社会福祉法人
沼津市社会福祉協議
会
静岡県沼津市日の出
町
1-15

2,500,000円

 沼津市社会福祉協議会は、静岡県社会福祉協議会及
び全国社会福祉協議会を通じたバックアップ体制が確
立していること、成年後見制度より支援が軽度な方を
対象とする「日常生活自立支援事業」を実施する市内
唯一の団体であること、市内の福祉施設や福祉団体と
の連携が強く、多様な支援が可能であること、などの
理由により、市民後見制度をはじめとする様々な福祉
サービスに精通しているため。【地方自治法施行令第
167条の２第1項第2号】

99
市民福祉部
子育て支援課

沼津市放課後児童クラブ
運営事業業務委託

令和3年4月1日

沼津市放課後児童ク
ラブ連絡協議会
沼津市御幸町16-1
沼津市役所子育て支
援課内

272,429,000円
沼津市放課後児童健全育成事業実施要綱第8条に基づく
委託契約
【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

100
市民福祉部
子育て支援課

沼津市立門池小学校内仮
設放課後児童クラブ賃貸
借

令和3年4月1日

大和リース 株式会
社 静岡支店
静岡市駿河区石田1-
3-29

3,762,000円
建物の再リースであるため。
【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

101
市民福祉部
子育て支援課

令和３年度地域子育て支
援センター事業業務委託
（愛鷹保育園）

令和3年4月1日
社会福祉法人 鷹の
羽会 愛鷹保育園
沼津市西椎路608

8,270,000円
子育てに関し、専門知識と実績を必要とし、目的が競
争入札に適さないため。
【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】



102
市民福祉部
子育て支援課

令和３年度地域子育て支
援センター事業業務委託
（認定こども園片浜桜）

令和3年4月1日
社会福祉法人 橘会
認定こども園片浜桜
沼津市今沢680-4

8,270,000円
子育てに関し、専門知識と実績を必要とし、目的が競
争入札に適さないため。
【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

103
市民福祉部
子育て支援課

令和３年度地域子育て支
援センター事業業務委託
（恵愛保育園）

令和3年4月1日
社会福祉法人羊之舎
恵愛会 恵愛保育園
沼津市吉田町4-10

8,270,000円
子育てに関し、専門知識と実績を必要とし、目的が競
争入札に適さないため。
【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

104
市民福祉部
子育て支援課

令和３年度地域子育て支
援センター事業業務委託
（丘の上保育園）

令和3年4月1日

社会福祉法人 駿河
厚生会 丘の上保育
園
沼津市大岡4075-4

4,107,000円
子育てに関し、専門知識と実績を必要とし、目的が競
争入札に適さないため。
【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

105
市民福祉部
子育て支援課

令和３年度地域子育て支
援センター事業業務委託
（しんあい保育園）

令和3年4月1日

社会福祉法人 信愛
会 しんあい保育園
沼津市下香貫宮原
276-1

4,107,000円
子育てに関し、専門知識と実績を必要とし、目的が競
争入札に適さないため。
【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

106
市民福祉部
こども家庭課

令和３年度ひとり親家庭
等生活向上事業（子ども
の生活・学習支援事業）
業務委託

令和3年4月15日

社会福祉法人 沼津
市社会福祉協議会
沼津市日の出町１－
１５

3,617,801円

全市拡大を図ることを目的とする委託内容から、社会
福祉法をその設立根拠に持ち、市内全域に地域福祉活
動を展開し、地域の実情に応じた支援・事業展開が期
待できる唯一の団体であるため。【地方自治体施行令
第167条の２第1項第2号】

107
市民福祉部
こども家庭課

低所得の子育て世帯に対
する子育て世帯生活支援
特別給付金（その他世帯
分）対応業務委託

令和3年5月21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
静岡県沼津市大手町
3-8-23ニッセイス
タービル

3,410,000円
システム導入・構築事業者であり、システムの構造等
の根幹に係る仕様書は公開していないため。【地方自
治体施行令第167条の２第1項第2号】



108
市民福祉部
こども家庭課

児童手当の学校給食費滞
納対策摘出・徴収通知書
ツール構築業務委託

令和3年6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
静岡県沼津市大手町
3-8-23ニッセイス
タービル

2,673,000円
システム導入・構築事業者であり、システムの構造等
の根幹に係る仕様書は公開していないため。【地方自
治体施行令第167条の２第1項第2号】

109
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（はら地域包括支援セン
ター）

令和3年4月1日
社会福祉法人春風会
沼津市東椎路１７４
２－１

29,348,000円

沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

110
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（あしたか地域包括支援
センター）

令和3年4月1日
社会福祉法人春風会
沼津市東椎路１７４
２－１

21,997,000円
沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

111
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（片浜・今沢地域包括支
援センター）

令和3年4月1日
社会福祉法人春風会
沼津市東椎路１７４
２－１

24,142,000円

沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

112
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（かなおか地域包括支援
センター）

令和3年4月1日

社会福祉法人炉暖の
会
沼津市足高字尾上２
４－２４

25,820,000円

沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

113
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（かどいけ地域包括支援
センター）

令和3年4月1日

社会福祉法人駿河厚
生会
沼津市大岡３５７１
－１

23,756,000円

沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

114
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（きせがわ地域包括支援
センター）

令和3年4月1日
社会福祉法人真養会
沼津市大手町３－７
－１

22,771,000円

沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



115
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（第五地域包括支援セン
ター）

令和3年4月1日
社会福祉法人真養会
沼津市大手町３－７
－１

25,992,000円

沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

116
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（千本地域包括支援セン
ター）

令和3年4月1日

社会福祉法人沼津市
社会福祉協議会
沼津市日の出町１－
１５ サンウェルぬ
まづ内

22,900,000円

沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

117
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（かぬき地域包括支援セ
ンター）

令和3年4月1日
社会福祉法人信愛会
沼津市中瀬町１７－
１１

25,652,000円

沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

118
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（第三・第四地域包括支
援センター）

令和3年4月1日
社会福祉法人信愛会
沼津市中瀬町１７－
１１

23,317,000円

沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

119
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市包括的
支援事業業務委託契約書
（三浦・戸田地域包括支
援センター）

令和3年4月1日
社会福祉法人三保会
沼津市内浦重須６２
４

30,122,000円

沼津市地域包括支援センター運営協議会の承認を受け
た法人であるため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

120
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市生活支
援体制整備事業業務委託

令和3年4月1日

社会福祉法人沼津市
社会福祉協議会
沼津市日の出町１－
１５ サンウェルぬ
まづ内

24,000,000円

社会福祉法に基づき「地域福祉の推進を図ることを目
的とする団体」として活動する市内唯一の団体。
地域福祉の充実推進に努めてきた実績から関係者間の
ネットワークや既存の取組等の基礎地盤が整ってお
り、有効活用が期待できるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



121
市民福祉部
⾧寿福祉課

令和3年度沼津市地域介
護予防活動支援事業業務
委託

令和3年4月1日

社会福祉法人沼津市
社会福祉協議会
沼津市日の出町１－
１５

5,167,000円

社会福祉法に基づき「地域福祉の推進を図ることを目
的とする団体」として活動する市内唯一の団体。
地域福祉の充実推進に努めてきた実績から関係者間の
ネットワークや既存の取組等の基礎地盤が整っている
ため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

122
市民福祉部
介護保険課

令和３年度介護保険シス
テム(８月制度改正対応)
改修業務委託

令和3年5月28日

富士通Ｊａｐａｎ株
式会社 静岡東部支
店
静岡県沼津市大手町
３－８－２５

9,955,000円

現行の介護保険システムへの改修であり、内部設計・
モジュール・処理ロジック等を十分熟知した上で実施
することが求めらる業務であることから、システムの
開発元でなければならない。また、パッケージの根幹
部分については情報公開していないことから、開発元
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】

123
市民福祉部
介護保険課

介護給付適正化支援シス
テム等一式貸借（令和３
年度再リース）

令和3年4月1日

株 式 会 社 ＪＥＣ
Ｃ
東京都千代田区丸の
内三丁目４番１号

1,980,000円

現行システムは、平成28年2月から⾧期継続契約によ
る賃貸借契約しているが、業務の継続性を踏まえ、令
和3年度は再リース契約することとし、現契約先である
㈱JECC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】

124
市民福祉部
介護保険課

令和３年度配食サービス
事業業務委託（信愛会
戸田デイサービスセン
ター分）

令和3年4月1日

社会福祉法人 信愛
会
静岡県沼津市中瀬町
１７番１１号

単価契約
580円/食

1,500,000円

単に配食サービスを提供するだけでなく、配食内容等
のアセスメント（より適切なサービスを提供するため
に行う、家族状況・栄養状態・精神状態など、対象者
の生活状況の詳細な把握・分析のこと）を実施し、安
否確認等を含めた高齢者へ配慮した配食サービスを提
供できる事業者であることが必要であり、要支援・要
介護認定者に対し同様のサービスを行っている介護保
険特別給付の沼津市指定配食サービス事業者の指定を
受けているすべての事業者と契約し、地域的な偏りな
くサービスを提供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】



125
市民福祉部
介護保険課

令和３年度配食サービス
事業業務委託（まごころ
弁当 沼津店分）

令和3年4月1日

まごころ弁当 沼津
店
静岡県沼津市東椎路
６０３－１

単価契約
580円/食

6,970,000円

単に配食サービスを提供するだけでなく、配食内容等
のアセスメント（より適切なサービスを提供するため
に行う、家族状況・栄養状態・精神状態など、対象者
の生活状況の詳細な把握・分析のこと）を実施し、安
否確認等を含めた高齢者へ配慮した配食サービスを提
供できる事業者であることが必要であり、要支援・要
介護認定者に対し同様のサービスを行っている介護保
険特別給付の沼津市指定配食サービス事業者の指定を
受けているすべての事業者と契約し、地域的な偏りな
くサービスを提供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】

126
市民福祉部
介護保険課

令和３年度配食サービス
事業業務委託（age-Age
corporation分）

令和3年4月1日

株式会社 ａｇｅ－
Ａｇｅｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ
静岡県駿東郡清水町
伏見２７６－１

単価契約
580円又は680円

/食
9,600,000円

単に配食サービスを提供するだけでなく、配食内容等
のアセスメント（より適切なサービスを提供するため
に行う、家族状況・栄養状態・精神状態など、対象者
の生活状況の詳細な把握・分析のこと）を実施し、安
否確認等を含めた高齢者へ配慮した配食サービスを提
供できる事業者であることが必要であり、要支援・要
介護認定者に対し同様のサービスを行っている介護保
険特別給付の沼津市指定配食サービス事業者の指定を
受けているすべての事業者と契約し、地域的な偏りな
くサービスを提供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】



127
市民福祉部
介護保険課

家族介護用品支給事業費
（フロンティア）

令和3年4月1日

株式会社 フロン
ティア 静岡営業所
静岡県沼津市上香貫
槇島町１２６５

11,000,000円

市内全域にまんべんなくサービスを提供する必要があ
ること、また、利用者の身体状況等にあった介護用品
（おむつ等）を提供するというサービスの質を確保す
る必要があることから、下記の選定条件を満たす業者
と契約する必要があるため。
 （選定条件）
・特定福祉用具販売事業所登録を受けている、または
沼津薬剤師会の会員である薬局であること。
・利用者が注文したもの（紙おむつ等）を直接配達で
きること。
・販売等の実績が２年以上あること。
また、サービス利用者の選択の幅を広げることに留意
し、より多くの業者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】

128
市民福祉部
介護保険課

家族介護用品支給事業費
（東海医療器械）

令和3年4月1日

株式会社 東海医療
器械
静岡県沼津市大岡９
０１－３

2,800,000円

市内全域にまんべんなくサービスを提供する必要があ
ること、また、利用者の身体状況等にあった介護用品
（おむつ等）を提供するというサービスの質を確保す
る必要があることから、下記の選定条件を満たす業者
と契約する必要があるため。
 （選定条件）
・特定福祉用具販売事業所登録を受けている、または
沼津薬剤師会の会員である薬局であること。
・利用者が注文したもの（紙おむつ等）を直接配達で
きること。
・販売等の実績が２年以上あること。
また、サービス利用者の選択の幅を広げることに留意
し、より多くの業者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】



129
市民福祉部
介護保険課

家族介護用品支給事業費
（コスモスケアサービ
ス）

令和3年4月1日

株式会社 コスモス
ケアサービス 沼津
営業所
静岡県沼津市東間門
１－３－３

5,000,000円

市内全域にまんべんなくサービスを提供する必要があ
ること、また、利用者の身体状況等にあった介護用品
（おむつ等）を提供するというサービスの質を確保す
る必要があることから、下記の選定条件を満たす業者
と契約する必要があるため。
 （選定条件）
・特定福祉用具販売事業所登録を受けている、または
沼津薬剤師会の会員である薬局であること。
・利用者が注文したもの（紙おむつ等）を直接配達で
きること。
・販売等の実績が２年以上あること。
また、サービス利用者の選択の幅を広げることに留意
し、より多くの業者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】

130
市民福祉部
介護保険課

家族介護用品支給事業費
（ＷeLS）

令和3年4月1日
ＷｅＬＳ株式会社
静岡県沼津市若葉町
１－５６

1,700,000円

市内全域にまんべんなくサービスを提供する必要があ
ること、また、利用者の身体状況等にあった介護用品
（おむつ等）を提供するというサービスの質を確保す
る必要があることから、下記の選定条件を満たす業者
と契約する必要があるため。
 （選定条件）
・特定福祉用具販売事業所登録を受けている、または
沼津薬剤師会の会員である薬局であること。
・利用者が注文したもの（紙おむつ等）を直接配達で
きること。
・販売等の実績が２年以上あること。
また、サービス利用者の選択の幅を広げることに留意
し、より多くの業者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】



131
市民福祉部
介護保険課

家族介護用品支給事業費
（沼津薬剤師会）

令和3年4月1日

一般社団法人 沼津
薬剤師会
静岡県沼津市東椎路
字春ノ木５４９－１

22,000,000円

市内全域にまんべんなくサービスを提供する必要があ
ること、また、利用者の身体状況等にあった介護用品
（おむつ等）を提供するというサービスの質を確保す
る必要があることから、下記の選定条件を満たす業者
と契約する必要があるため。
 （選定条件）
・特定福祉用具販売事業所登録を受けている、または
沼津薬剤師会の会員である薬局であること。
・利用者が注文したもの（紙おむつ等）を直接配達で
きること。
・販売等の実績が２年以上あること。
また、サービス利用者の選択の幅を広げることに留意
し、より多くの業者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】

132
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者地域活動支
援センター事業業務委託
（社会福祉法人 共生
会）

令和3年4月1日

社会福祉法人 共生
会 地域活動支援セ
ンター

静岡県沼津市石川８
２８－３

4,984,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者地域活動支援センター事業を実施するにあたっ
て、障害者相談支援センター事業を実施し、受託可能
な人員配置・設備等を有する事業所を契約する必要が
あるため。

133
市民福祉部
障害福祉課

令和３年度「ぬまづ広報
室」手話挿入編集業務委
託

令和3年4月1日

株式会社ＴＯＫＡＩ
ケーブルネットワー
ク

静岡県沼津市寿町８
番２８号

1,584,000円 
番組制作が可能な業者と契約するため、地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号に依る。



134
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者地域活動支
援センター事業業務委託
（医療法人社団 静岡康
心会）

令和3年4月1日

医療法人社団静岡康
心会
（地域生活支援セン
ター ふれあい沼
津）

静岡県沼津市市道町
８－６

4,484,000円 

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者地域活動支援センター事業を実施するにあたっ
て、障害者相談支援センター事業を実施し、受託可能
な人員配置・設備等を有する事業所を契約する必要が
あるため。

135
市民福祉部
障害福祉課

沼津市在宅障害者移動支
援事業（ヘルパー支援
型）業務委託
（居宅介護事業所シー・
ディー・シー 分）

令和3年4月1日

特定非営利活動法人
シー・ディー・シー
居宅介護事業所
シー・ディー・シー

駿東郡清水町八幡１
１７－３ 橘ストー
クス１階

6,700,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
在宅障害者移動支援事業を実施するにあたって、受託
可能な事業所と契約する必要があるため。

136
市民福祉部
障害福祉課

沼津市在宅障害者移動支
援事業（ヘルパー支援
型）業務委託
（(株)スルガケアサービ
ス沼津事業所 分）

令和3年4月1日

株式会社 スルガケ
アサービス

沼津市杉崎町１３－
４３ モリビル２F

1,450,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
在宅障害者移動支援事業を実施するにあたって、受託
可能な事業所と契約する必要があるため。

137
市民福祉部
障害福祉課

沼津市在宅障害者移動支
援事業（ヘルパー支援
型）業務委託
（サポートチームマム
分）

令和3年4月1日

特定非営利活動法人
マム

沼津市本字千本
1910-108

20,000,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
在宅障害者移動支援事業を実施するにあたって、受託
可能な事業所と契約する必要があるため。



138
市民福祉部
障害福祉課

沼津市在宅障害者移動支
援事業（ヘルパー支援
型）業務委託
（けるん分）

令和3年4月1日

特定非営利活動法人
けるん

三島市川原ヶ谷85-
3

1,200,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
在宅障害者移動支援事業を実施するにあたって、受託
可能な事業所と契約する必要があるため。

139
市民福祉部
障害福祉課

沼津市在宅障害者移動支
援事業（ヘルパー支援
型）業務委託
（ヘルパーステーション
ハンディー２４ 分）

令和3年4月1日

株式会社 ドリーム
アカデミア

沼津市大手町２－３
－１５ＮＫＫビル
９・１０Ｆ

2,500,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
在宅障害者移動支援事業を実施するにあたって、受託
可能な事業所と契約する必要があるため。

140
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者活動支援事
業（活動支援型）業務委
託
（戸田デイサービスセン
ター分）

令和3年4月1日

社会福祉法人 信愛
会 （戸田デイサー
ビスセンター）

沼津市戸田１５７５
－１

1,241,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者活動支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

141
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者活動支援事
業（見守り支援型）業務
委託
（沼津のぞみの園分）

令和3年4月1日

社会福祉法人 輝望
会 （沼津のぞみの
園）

沼津市西沢田１０４
０－１

5,650,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者活動支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

142
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者活動支援事
業（見守り支援型）業務
委託
（サポートチームマム
分）

令和3年4月1日

特定非営利活動法人
マム

沼津市本字千本
1910-108

3,200,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者活動支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。



143
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者活動支援事
業（見守り支援型）業務
委託
（ＯＨＡＮＡ 分）

令和3年4月1日

一般社団法人 障害
者サポート 協会
ＯＨＡＮＡ

駿東郡⾧泉町南一色
181-1 Мビル

1,200,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者活動支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

144
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者相談支援セ
ンター事業業務委託
（社会福祉法人 共生
会）

令和3年4月1日

社会福祉法人 共生
会 相談支援セン
ター

静岡県沼津市石川８
２８－３

6,585,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者相談支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

145
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者相談支援セ
ンター事業業務委託
（社会福祉法人 輝望
会）

令和3年4月1日

社会福祉法人 輝望
会 （こげら）

静岡県沼津市西椎路
６５９－２

6,585,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者相談支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

146
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者相談支援セ
ンター事業業務委託
（医療法人社団 静岡康
心会）

令和3年4月1日

医療法人社団静岡康
心会（地域生活支援
センター ふれあい
沼津）

静岡県沼津市市道町
８－６

6,585,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者相談支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。



147
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者相談支援セ
ンター事業業務委託
（社会福祉法人 あした
か太陽の丘）

令和3年4月1日

社会福祉法人 あし
たか太陽の丘 （生
活支援センターあし
たか）

静岡県沼津市宮本５
番地の２

6,585,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者相談支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

148
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者相談支援セ
ンター事業業務委託
（公益財団法人 復康
会）

令和3年4月1日

公益財団法人 復康
会 サポートセン
ターなかせ

静岡県沼津市中瀬町
１７番１１号

6,585,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者相談支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

149
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者活動支援事
業（見守り支援型）業務
委託
（沼津虹の家 分）

令和3年4月1日

社会福祉法人 春風
会 沼津虹の家

沼津市東椎路1742
－1

11,200,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者活動支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

150
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者活動支援事
業（見守り支援型）業務
委託
（沼津ドリームキッズ
分）

令和3年4月1日

株式会社 ドリーム
アカデミア

沼津市大手町２－３
－１５ＮＫＫビル
９・１０Ｆ

2,300,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者活動支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

151
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者活動支援事
業（見守り支援型）業務
委託
（地球のかけら分）

令和3年4月1日

株式会社 デイベン
ロイ

沼津市大諏訪534

1,200,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者活動支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。



152
市民福祉部
障害福祉課

令和３年度沼津市重度障
害者在宅入浴サービス事
業業務委託
（(株)ツクイ沼津原町営
業所分）

令和3年4月1日

株式会社 ツクイ

沼津市原町中２－１
４－２４

1,962,500円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
重度障害者在宅入浴サービス事業を実施するにあたっ
て、受託可能な事業所と契約する必要があるため。

153
市民福祉部
障害福祉課

令和３年度沼津市重度障
害者在宅入浴サービス事
業業務委託
（（株）コスモスケア
サービス沼津営業所
分）

令和3年4月1日

株式会社コスモスケ
アサービス

沼津市東間門１４４

3,912,500円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
重度障害者在宅入浴サービス事業を実施するにあたっ
て、受託可能な事業所と契約する必要があるため。

154
市民福祉部
障害福祉課

令和３年度沼津市重度障
害者在宅入浴サービス事
業業務委託（ニチイケア
センター沼津中央 分）

令和3年4月1日

株式会社 ニチイ学
館
（居宅介護支援事
業）

沼津市我入道字東町
１２３－１

1,300,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
重度障害者在宅入浴サービス事業を実施するにあたっ
て、受託可能な事業所と契約する必要があるため。

155
市民福祉部
障害福祉課

令和３年度沼津市重度障
害者在宅給食サービス事
業業務委託（株式会社
age-Ａge corporation
分）

令和3年4月1日

株式会社 ａｇｅ－
Ａｇｅｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎ

駿東郡清水町伏見
276-1

1,029,500円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
重度障害者在宅給食サービス事業を実施するにあたっ
て、受託可能な事業所と契約する必要があるため。

156
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者活動支援事
業（見守り支援型）業務
委託
（三島市障がい者支援セ
ンター佐野あゆみの里
分）

令和3年4月1日
三島市⾧

三島市北田町4-47
1,200,000円 

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者活動支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。



157
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者活動支援事
業（見守り支援型）業務
委託
（伊豆医療福祉センター
分）

令和3年4月1日

社会福祉法人恩賜財
団済生会支部静岡県
済生会

伊豆の国市寺家２０
２

1,300,000円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者活動支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

158
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者活動支援事
業（見守り支援型）業務
委託
（ミルキーウェイ分）

令和3年4月1日

社会福祉法人 輝望
会
（ミルキーウェイ）

沼津市我入道蔓陀ヶ
原５０９－２

3,940,600円 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者活動支援事業を実施するにあたって、受託可能
な事業所と契約する必要があるため。

159
市民福祉部
障害福祉課

沼津市障害者地域活動支
援センター事業業務委託
（社会福祉法人 輝望
会）

令和3年4月1日

社会福祉法人 輝望
会 （こげら）

静岡県沼津市西椎路
６５９－２

4,984,000円 

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者地域活動支援センター事業を実施するにあたっ
て、障害者相談支援センター事業を実施し、受託可能
な人員配置・設備等を有する事業所を契約する必要が
あるため。

160
市民福祉部
障害福祉課

障害介護給付費審査支払
手数料

令和3年4月1日

静岡県国民健康保険
団体連合会
静岡県静岡市葵区春
日二丁目４－３４

2,304,120円 

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
障害者総合支援法第96条の２において、市町の委託を
受けて、給付費の審査及び支払を行うことが明記され
ている。

161
市民福祉部
障害福祉課

重度障害者医療機関事
務・重度障害者医療支払
手数料

令和3年5月6日

静岡県国民健康保険
団体連合会
静岡県静岡市葵区春
日二丁目４－３４

11,149,688円 

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
国民健康保険法第85条の３第４項第１号に基づき委
託。また、業務の性質上、他に業務を行うことが可能
な委託先が存在しないため。

162
産業振興部
商工振興課

令和３年度 沼津市新型
コロナウイルス対策
キャッシュレスポイント
還元キャンペーン業務委
託

令和3年4月5日
Pay Pay株式会社
東京都千代田区紀尾
井町１-３

111,777,325円

委託者の選定にあたっては、より多くの人に利用して
もらうため、限度額を設定する必要があり、複数社で
の決算管理はできないため、受託者は、1社のみとする
必要がある。【地方自治法施行令第167条の２第１項
第２号】



163
産業振興部
商工振興課

令和３年度特定計量器定
期検査業務委託

令和3年4月15日

一般社団法人
静岡県計量協会
静岡県静岡市葵区牧
ケ谷2078

2,345,596円

定期検査事業を実施するにあたって、専門技術・知識
が必要であり、静岡県内において、計量法第28条の基
準を満たしている「指定定期検査機関」は、一般社団
法人静岡県計量協会だけであるため。【地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号】

164
産業振興部
商工振興課

令和３年度沼津市Ｕ・
Ｉ・Ｊターン就職推進事
業業務委託

令和3年4月15日

株式会社東海道シグ
マ
静岡県沼津市大手町
2-4-1

3,912,700円

事業実施にあたって、価格競争よりも市内企業への効
率的、効果的なU・I・Jターン就職推進実施の企画力を
重視する観点から、入札方式ではなくプロポーザルに
より契約を締結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】

165
産業振興部
商工振興課

令和３年度沼津市新しい
働き方応援事業業務委託

令和3年5月17日

株式会社
Geolocation
Technology
静岡県三島市一番町
18-22 アーサー
ファーストビル4F

4,048,462円

事業実施にあたっては、価格競争よりも市内企業への
効率的、効果的な新しい働き方応援事業を実施する企
画力を重視する観点から、入札方式ではなく、プロ
ポーザルにより契約を締結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】

166
産業振興部
商工振興課

令和３年度沼津市離職者
等
再就職支援プログラム業
務委託

令和3年5月17日

株式会社東海道シグ
マ
静岡県沼津市大手町
2-4-1

1,760,000円

事業実施にあたっては、価格競争よりもコロナ禍の影
響による離職者等及び人材を求める市内企業にとって
効果的な再就職・人材マッチング支援の実施にかかる
企画力を重視する観点から、入札方式ではなくプロ
ポーザルにより契約を締結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】

167
産業振興部
商工振興課

令和３年度沼津市まちな
か商業の魅力ＰＲ冊子制
作等業務委託

令和3年5月19日

株式会社SBSプロ
モーション
静岡県静岡市駿河区
森下町1-35

2,662,000円

昨年度から制作しているまちなか商業の魅力PR冊子に
おいて継続性と一体性を持ったコンセプトデザインと
する必要があるとともに、受託者の人脈を駆使した効
果的な冊子の配布について同様の成果を求めるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



168
産業振興部
商工振興課

令和３年度沼津市リブラ
ンディング企画塾開催等
業務委託

令和3年6月1日

株式会社キカクラボ
宮城県仙台市青葉区
五橋2-11-1ショー
ケービル6F

4,466,000円

本事業では、昨年度の取組における経過を踏まえての
進捗管理及びフォローアップによる、継続した経営改
善に取り組むことが求められるため、昨年度の講師に
よる業務委託契約を締結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】

169
産業振興部
観光戦略課

令和３年度 沼津市ふる
さと納税業務委託（ さと
ふる）

令和 3年 4月 1日

株式会社さとふる
東京都中央区京橋二
丁目２番１号 京橋
エドグラン１３階

70,000,000円

本市ふるさと納税における、寄附の受付、返礼品の発
注・発送業務等については、寄附者に対する迅速で丁
寧な対応と事務の効率化を図ることを目的に、平成30
年６月22日から株式会社さとふるが運営する、イン
ターネット寄附サイト「さとふる」を導入している。
「さとふる」は、ふるさと納税未経験者でも分かりや
すいサイト構成で、マイページ内で寄附履歴の管理や
返礼品の配送状況確認ができる等、寄附者にとって利
便性が高く、年末の駆け込み需要期には著名人を起用
した、大々的な広告ＰＲを行う等プロモーション活動
にも力を入れているサイトである。また当サイトは、
返礼品事業者専用の相談窓口の設置や、配送に係る事
業者の手配をサイト側で請け負う等、返礼品事業者に
とってサポートが手厚く、負担が少ない運営となって
おり、当サイトへの返礼品事業者登録の増加と返礼品
出品の充実も図れる。以上のことから、令和３年度も
継続して当サイトを運営することが、本市への寄附の
拡大につながるため。【地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号】



170
産業振興部
観光戦略課

令和３年度観光案内業務
委託

令和 3年 4月 1日

特定非営利活動法人
沼津観光協会
静岡県沼津市大手町
１-１-１アントレ2
階

11,000,000円

本業務の目的は、観光客等に対し、包括的かつ有益な
観光案内を行うことにより、利便性を高めるととも
に、リピーターとして再び本市を訪問してもらえるよ
う訴求していくことである。目的を達するためには、
以下の点を踏まえた上で、観光案内を実施できる事業
者に委託する必要がある。
１ 観光案内に空白を生じさせることなく、継続的に
実施する。
２ 沼津市（市街地中心部）を中心とした、最新の観
光情報やイベント開催情報を収集し、観光客目線に
たった観光案内を実施する。
３ 宿泊、飲食などの観光事業者や観光関係団体と情
報交換を密に行い、地域の状況を把握した上で観光案
内を実施する。
４ おもてなしの精神をもった案内を心掛ける。
５ 本市を訪れる観光客等の傾向を把握した上で、求
められた情報だけでなく、次の季節の情報などを積極
的に発信し、再訪を促すような案内を実施する。
これらの点から、地域の観光情報や観光客等の傾向の
積み重ねができており、継続的な観光案内を実施でき
る団体は、昨年度の受託者である特定非営利活動法人
沼津観光協会以外にないため。【地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号】
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産業振興部
観光戦略課

令和３年度戸田地区観光
案内業務委託

令和 3年 4月 1日
戸田観光協会
静岡県沼津市戸田２
８９－１２

2,072,294円

本業務の目的は、観光客等に対し、包括的かつ有益な
観光案内を行うことにより、利便性を高めるととも
に、リピーターとして再び本市を訪問してもらえるよ
う訴求していくことである。
目的を達するためには、以下の点を踏まえた上で、観
光案内を実施できる事業者に委託する必要がある。
１ 観光案内に空白を生じさせることなく、継続的に
実施する。
２ 戸田地区を中心とした、最新の観光情報やイベン
ト開催情報を収集し、観光客目線にたった観光案内を
実施する。
３ 宿泊、飲食などの観光事業者や観光関係団体と情
報交換を密に行い、地域の状況を把握した上で観光案
内を実施する。
４ おもてなしの精神をもった案内を心掛ける。
５ 本市を訪れる観光客等の傾向を把握した上で、求
められた情報だけでなく、次の季節の情報などを積極
的に発信し、再訪を促すような案内を実施する。
これらの点から、地域の観光情報や観光客等の傾向の
積み重ねができており、継続的な観光案内を実施でき
る団体は、昨年度の受託者である戸田観光協会以外に
ないため。【地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号】
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産業振興部
観光戦略課

令和３年度三浦地区観光
案内業務委託

令和 3年 4月 1日

三浦地区観光農漁業
振興協議会
静岡県沼津市内浦⾧
浜８３－１２４

2,937,000円

本業務の目的は、観光客等に対し、包括的かつ有益な
観光案内を行うことにより、利便性を高めるととも
に、リピーターとして再び本市を訪問してもらえるよ
う訴求していくことである。
目的を達するためには、以下の点を踏まえた上で、観
光案内を実施できる事業者に委託する必要がある。
１ 観光案内に空白を生じさせることなく、継続的に
実施する。
２ 三浦地区を中心とした、最新の観光情報やイベン
ト開催情報を収集し、観光客目線にたった観光案内を
実施する。
３ 宿泊、飲食などの観光事業者や観光関係団体と情
報交換を密に行い、地域の状況を把握した上で観光案
内を実施する。
４ おもてなしの精神をもった案内を心掛ける。
５ 本市を訪れる観光客等の傾向を把握した上で、求
められた情報だけでなく、次の季節の情報などを積極
的に発信し、再訪を促すような案内を実施する。
これらの点から、地域の観光情報や観光客等の傾向の
積み重ねができており、継続的な観光案内を実施でき
る団体は、昨年度の受託者である三浦地区観光農漁業
振興協議会以外にないため。【地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号】
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産業振興部
観光戦略課

令和３年度 沼津市ふる
さと納税寄附金受付等業
務委託に係る自治体特別
ＰＲ広告料

令和 3年 4月 1日

株式会社トラストバ
ンク
東京都渋谷区渋谷二
丁目２４番１２号

2,970,000円

本市ふるさと納税における、寄附の受付、返礼品の発注・発送業務
等については、寄附者に対する迅速で丁寧な対応と事務の効率化を
図ることを目的に、株式会社トラストバンクが運営する、インター
ネット寄附サイト「ふるさとチョイス」を導入してる。「ふるさと
チョイス」については、約1,500の自治体が導入する寄附者の認知
度が高いサイトであり、提携事業者である株式会社JTBが運営する
「ふるぽ」とシステム的に連携されているほか、独自の「ポイント
制」を導入しているサイトである。ポイントは、寄附後に寄附者に
付与され、寄附者は、２年間のうちに自身の都合で返礼品と交換で
きるものである。また、約400件もの本市の返礼品が登録されてい
るなど、寄附者にとっても利便性が高いサイトで、「ふるぽ」とと
もに、これまで本市ふるさと納税推進の柱として活用してきた。ま
た、当サイト導入自治体のみが利用できる、ふるさと納税業務管理
システム（ふるさと納税do）は、複数サイトの寄附情報、問合せや
帳票発送の履歴、ワンストップ特例申請受付事務を一括管理できる
ほか、オプションとして、システムを利用した、寄附金受領証明書
ダウンロードや、ワンストップ特例申請のオンライン申請、ワンス
トップ特例申請受付事務の委託なども可能である。本市において
は、ふるさと納税doを令和２年度に導入し、現在、複数サイトの寄
附情報などを管理している。オプションについては、本システムの
導入が前提であり、また、本市独自でのシステム開発と比べて、安
価、安定的、効率的な運用が見込まれるとともに、寄附者の利便性
向上による他自治体との差別化、事務の効率化による職員の返礼品
拡充等への注力が図れるなど、本市ふるさと納税の推進に寄与する
ものと考えられる。以上のことから、令和３年度も継続して当サイ
トを運営するとともに、オプションを利用することが、本市への寄
附の拡大につながるため。【地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号】
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産業振興部
観光戦略課

令和３年度 沼津市ふる
さと納税寄附金受付等業
務委託に係るふるさと納
税収納代行業務

令和 3年 4月 1日

株式会社トラストバ
ンク
東京都渋谷区渋谷二
丁目２４番１２号

7,236,000円

本市ふるさと納税における、寄附の受付、返礼品の発注・発送業務
等については、寄附者に対する迅速で丁寧な対応と事務の効率化を
図ることを目的に、株式会社トラストバンクが運営する、インター
ネット寄附サイト「ふるさとチョイス」を導入している。「ふるさ
とチョイス」については、約1,500の自治体が導入する寄附者の認
知度が高いサイトであり、提携事業者である株式会社JTBが運営する
「ふるぽ」とシステム的に連携されているほか、独自の「ポイント
制」を導入しているサイトである。ポイントは、寄附後に寄附者に
付与され、寄附者は、２年間のうちに自身の都合で返礼品と交換で
きるものです。また、約400件もの本市の返礼品が登録されている
など、寄附者にとっても利便性が高いサイトで、「ふるぽ」ととも
に、これまで本市ふるさと納税推進の柱として活用してきた。ま
た、当サイト導入自治体のみが利用できる、ふるさと納税業務管理
システム（ふるさと納税do）は、複数サイトの寄附情報、問合せや
帳票発送の履歴、ワンストップ特例申請受付事務を一括管理できる
ほか、オプションとして、システムを利用した、寄附金受領証明書
ダウンロードや、ワンストップ特例申請のオンライン申請、ワンス
トップ特例申請受付事務の委託なども可能である。本市において
は、ふるさと納税doを令和２年度に導入し、現在、複数サイトの寄
附情報などを管理している。オプションについては、本システムの
導入が前提であり、また、本市独自でのシステム開発と比べて、安
価、安定的、効率的な運用が見込まれるとともに、寄附者の利便性
向上による他自治体との差別化、事務の効率化による職員の返礼品
拡充等への注力が図れるなど、本市ふるさと納税の推進に寄与する
ものと考えられる。以上のことから、令和３年度も継続して当サイ
トを運営するとともに、オプションを利用することが、本市への寄
附の拡大につながるため。【地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号】



175
産業振興部
観光戦略課

令和３年度 沼津市ふる
さと納税寄附金受付等業
務委託（ふるさとチョイ
ス）

令和 3年 4月 1日

株式会社トラストバ
ンク
東京都渋谷区渋谷二
丁目２４番１２号

2,351,250円

本市ふるさと納税における、寄附の受付、返礼品の発注・発送業務
等については、寄附者に対する迅速で丁寧な対応と事務の効率化を
図ることを目的に、株式会社トラストバンクが運営する、インター
ネット寄附サイト「ふるさとチョイス」を導入している。「ふるさ
とチョイス」については、約1,500の自治体が導入する寄附者の認
知度が高いサイトであり、提携事業者である株式会社JTBが運営する
「ふるぽ」とシステム的に連携されているほか、独自の「ポイント
制」を導入しているサイトである。ポイントは、寄附後に寄附者に
付与され、寄附者は、２年間のうちに自身の都合で返礼品と交換で
きるものである。また、約400件もの本市の返礼品が登録されてい
るなど、寄附者にとっても利便性が高いサイトで、「ふるぽ」とと
もに、これまで本市ふるさと納税推進の柱として活用してきた。ま
た、当サイト導入自治体のみが利用できる、ふるさと納税業務管理
システム（ふるさと納税do）は、複数サイトの寄附情報、問合せや
帳票発送の履歴、ワンストップ特例申請受付事務を一括管理できる
ほか、オプションとして、システムを利用した、寄附金受領証明書
ダウンロードや、ワンストップ特例申請のオンライン申請、ワンス
トップ特例申請受付事務の委託なども可能である。本市において
は、ふるさと納税doを令和２年度に導入し、現在、複数サイトの寄
附情報などを管理している。オプションについては、本システムの
導入が前提であり、また、本市独自でのシステム開発と比べて、安
価、安定的、効率的な運用が見込まれるとともに、寄附者の利便性
向上による他自治体との差別化、事務の効率化による職員の返礼品
拡充等への注力が図れるなど、本市ふるさと納税の推進に寄与する
ものと考えられる。以上のことから、令和３年度も継続して当サイ
トを運営するとともに、オプションを利用することが、本市への寄
附の拡大につながるため。【地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号】
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産業振興部
観光戦略課

令和３年度 沼津の魅力発
信観光ポータルサイト運
営業務委託

令和 3年 4月 1日

株式会社トラベル
ジップ
東京都渋谷区広尾１
－４－１５ ２Ｆ

4,676,100円

本業務委託の目的は、首都圏及び隣接県の消費者を
ターゲットに、本市の観光情報を体系的かつワンス
トップで提供し、沼津の魅力を訴求するとともに、本
市を訪れる観光客の利便性を高めることにある。
そこで、令和３年度は新たな取組として出発地点や所
要時間等、旅行者自らが旅の目的を設定し、スタイル
に応じて沼津を満喫できる旅程を生成可能な「AI機
能」を搭載し、本市を訪れる観光客の利便性のさらな
る拡充を図るが、AI機能搭載にあたっては、本サイト
に掲載されている観光情報を活用することが必要であ
る。
 また、本サイトは株式会社トラベルジップ（以下、
「同社」）が用意するサーバー上に開設されており、
そのサーバー及びシステムを所有する同社以外には本
業務を行うことができないこと、加えて、他社が本サ
イト同等の観光サイトを制作した場合には開発費等で
大幅な経費が発生する見込みであることから、最小の
経費で最大の効果をあげるためには同社が所有する
サーバー等を活用することが効果的であると考える。
【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】
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産業振興部
観光戦略課

令和３年度沼津市首都圏
向け広報・営業等業務委
託

令和 3年 4月 1日

株式会社ポニーキャ
ニオン
東京都港区六本木１
－５－１７

3,395,260円

令和元年度にスタートした本業務は、プロポーザル方式を採用し、
公募により手を挙げた２社のうち、得点の高かった㈱ポニーキャニ
オンと契約を締結し実施した。
２年目となる令和２年度については、継続的な事業実施により、大
きな効果を得られるとの判断から、引き続き、㈱ポニーキャニオン
と契約した。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、首都圏か
らの積極的な誘客や情報発信が難しい時期もあったが、主な実績と
して、沼津御用邸記念公園開園５０周年記念事業へ参画し、首都圏
に向けてSNSやプレスリリースによる情報発信を行ったほか、全体
プロモーション用の動画を作成し、５万５千回以上再生された。口
頭での聞き取りによれば、動画によってイベントを知り、沼津御用
邸記念公園へ来場した方が複数いるなど、一定の成果を得ることが
できた。また、戸田地区に特化し、ワーケーション動画の作成・発
信を行い、６万回以上の再生があったほか、首都圏で放送されるテ
レビ番組とのタイアップに成功した。
テレビ番組とのタイアップについては、実際の放送後から、SNSに
大きな反響が寄せられ、テレビ局から第２弾を検討したいとの情報
が入るなど、継続的な営業活動の中で放送にこぎつけた成功例であ
り、㈱ポニーキャニオンでなければ放送に至っていない大きな成果
である。
令和３年度についても、過去２年間の取り組みを踏まえた上で、よ
り成果の得られる媒体に絞って活動するなど、継続的に取り組むこ
とにより、各種メディア等における露出拡大という目的を達成でき
ることから、令和元２年度の契約業者である㈱ポニーキャニオン
と、予算の範囲内で、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号
により随意契約する。



178
産業振興部
観光戦略課

令和３年度 沼津市ふる
さと納税寄附金受付 等業
務委託（ふるさとチョイ
スほか７社）

令和 3年 4月 1日

株式会社ＪＴＢ ふ
るさと開発事業部
大阪府大阪市中央区
南本町２－６－１２
サンマリオンＮＢＦ
タワー１１階

43,835,000円

本市ふるさと納税における、寄附の受付、返礼品の発注・発送業務
等については、寄附者に対する迅速で丁寧な対応と事務の効率化等
を図ることを目的に、インターネット寄附サイト「ふるさとチョイ
ス」、「ふるぽ」、「さとふる」、「さといこ」を導入している。
「ふるさとチョイス」については、株式会社トラストバンクが運営
し、約1,500の自治体が導入する寄附者の認知度が高いサイトであ
り、提携事業者である株式会社JTBが運営する「ふるぽ」とシステム
的に連携されているほか、独自の「ポイント制」を導入しているサ
イトである。ポイントは、寄附後に寄附者に付与され、寄附者は、
２年間のうちに自身の都合で返礼品と交換できるものである。ま
た、約400件もの本市の返礼品が登録されているなど、寄附者に
とっても利便性が高いサイトで、「ふるぽ」とともに、これまで本
市ふるさと納税推進の柱として活用してきた。また、両サイトの寄
附受付や返礼品の配送等の業務については、株式会社JTBが行ってき
た。令和３年度においては、本市の魅力や寄附金の使い道、返礼品
を広くＰＲするとともに、寄附受付窓口を増やすことで、寄附歳入
の増加等を図るため、サイトの認知度や特⾧を考慮し、「楽天ふる
さと納税」、「ふるなび」、「ANAふるさと納税」、「JRE MALLふ
るさと納税」、「ふるさとパレット」、「ふるさとプラス」、「三
越伊勢丹ふるさと納税」を新規導入したい。導入に当たり、「三越
伊勢丹ふるさと納税」を除く、6サイトにおける寄附受付等の業務に
ついては、返礼品受発注等に係る返礼品提供事業者（生産者）の負
担を軽減するとともに、「ふるさと納税に係る指定制度」を遵守し
た運用をするため、既に本市のふるさと納税業務に携わっており、
かつ、返礼率を3割にしながら、寄附額に対する募集に要した費用の
うち5割を超えた分について、本市の負担を免除する旨の条件を提示
している、株式会社JTBに委託することが、制度の適切な運用及び本
市への寄附の拡大につながるため。【地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号】
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産業振興部
観光戦略課

令和３年度 沼津市ふる
さと納税業務委託（三越
伊勢丹）

令和 3年 4月26日
株式会社静岡伊勢丹
静岡県静岡市葵区呉
服町１丁目７番地

10,000,000円

本市ふるさと納税における寄附の受付、返礼品の発注
業務等については、寄附者に対する迅速で丁寧な対応
と事務の効率化を図ることを目的に、インターネット
寄附サイトを導入している。令和３年度からは、既存
の導入サイト「ふるさとチョイス」「ふるぽ」「さと
ふる」及び「さといこ」を継続するとともに、新たに
「三越伊勢丹」を導入したい。「三越伊勢丹」は、百
貨店としての実績を活かした高品質な返礼品を揃えて
おり、利用者からの信頼も高い事業者である。また、
日本橋本店においてふるさと納税に関する企画展を実
施し、ふるさと納税に関する周知や各地域の紹介を行
うなど、積極的な取り組みを行ってきた実績がある。
「三越伊勢丹」の導入により、寄附受付窓口を増やす
ことで寄附歳入の増加等を図るとともに、高品質な返
礼品を期待する新たな利用者層の開拓や本市が有する
質の高い地場産品の新たな販路拡大等、他のサイトに
はない効果的な展開に繋がるものと考えられる。以上
のことから、当サイトを導入、運営することが、本市
への寄附拡大に繋がるものと考えられるため。【地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号】



180
産業振興部
観光戦略課

令和３年度 沼津市ふる
さと納税寄附金受付 等業
務委託（株式会社パンク
チュアル）

令和 3年 6月 8日

株式会社パンクチュ
アル
高知県須崎市緑町１
－１２

37,407,760円

本市ふるさと納税における寄附の受付、返礼品の発注・発送業務等
については、寄附者に対する迅速で丁寧な対応と事務の効率化等を
図ることを目的に、インターネット寄附サイト「ふるさとチョイ
ス」「ふるぽ」「さとふる」「さといこ」及び「三越伊勢丹ふるさ
と納税」を導入している。このうち、「ふるさとチョイス」及び
「ふるぽ」については、返礼品受発注等に係る返礼品提供事業者の
負担軽減やふるさと納税制度の適切な運用を図るため、株式会社Ｊ
ＴＢを中間事業者として運用している。また、今年度は、寄附窓口
を増やすことで更なる寄附額増加を目指し、ＪＴＢを中間事業者と
して「楽天ふるさと納税」や「ふるなび」等の新たな寄附サイトの
導入も予定している。これらに加え、コロナ禍で苦しむ市内事業者
への支援が急務であることから、地域に潜在している産品や製品の
掘り起こしや効果的な広告に注力し、更なる販路開拓によって市内
事業者の支援に繋げるため、新たな中間事業者を導入したい。導入
に当たり、ＪＴＢと同様に、委託料のうち、本業務により納められ
たふるさと納税の５割を超えるふるさと納税の募集に係る費用につ
いては、市の支払いを不要とすること、返礼率３割以内の順守、寄
附受付に係る業務、返礼品の購入や配送に係る業務、寄附に関する
問い合わせ対応に係る業務を遂行するほか、委託手数料を寄附金額
の6.5％とすること、また潜在する高品質な地場産品を発掘し、新た
な返礼品として開発すること、生産事業者と連携した効果的なＰＲ
活動に係る業務を遂行することの条件を提示している株式会社パン
クチュアルに委託することが、前述にあるコロナ禍における課題解
決と本市への寄附の拡大に繋がり、他の事業者にはない効果的な事
業展開になると考えられるため。【地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号】



181
産業振興部
農林農地課

令和３年度 松くい虫等
防除事業 千本松原他地
上散布業務委託

令和3年4月30日
沼津市大岡3634-1
愛鷹山森林組合

23,067,000円

(1)薬剤散布を安全かつ効果的に実施するためには、松
に関する知識や林内での安全管理、散布に支障をきた
す支障木の除去など林業の知識と技術を必要とする。
したがって林業関係の業者である愛鷹山林組合と戸田
森林組合に限定される。
(2)地上散布業務に際しては、大型機材（スパウダー散
布機）で実施することとなり、この機材を所有する登
録業者は、愛鷹山森林組合のみである。
(3)大型散布機スパウダーの運転は、対象クロマツへの
効率的な散布のみならず、近隣住宅や通行車両・通行
人等への飛散を事前に回避する必要があるため、散布
高・距離などの散布条件を瞬時に定めて散布する必要
があり、機械の操作に習熟した熟練作業員が必要であ
る。
愛鷹山森林組合は平成５年に大型機材（スパウダー散
布機）を導入し、機械操作に習熟した作業員を擁して
おり、他の業者にはこのような作業に従事できる作業
員はいないため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



182
産業振興部
農林農地課

令和3年度 東名高速道
路と交差する市道0118
号線松坂橋他8橋橋梁定
期点検業務委託

令和3年6月30日

東京都新宿区西新宿
1-23-7 新宿
ファーストウェスト
中日本ハイウェイ・
エンジニアリング東
京株式会社

2,027,273円

東名高速道路に跨る道路橋を近接目視や打音検査等に
おいて点検する必要があるため、高速道路の交通規制
が必要になる。
高速道路の交通規制を伴い、高速道路内からの作業・
点検等が必要な業務については、高速道路の管理者で
ある中日本高速道路株式会社を介して業務を進める必
要がある。
昨年度までは、中日本高速道路株式会社と随意契約を
締結していたが、令和３年６月17日に沼津市、中日本
高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社のグ
ループ会社である中日本ハイウェイ・エンジニアリン
グ東京株式会社の３者にて「技術協力に関する協定」
を締結した。中日本高速道路株式会社は、高速道路の
保全点検業務を実施するグループ会社の事業範囲を地
域ごとに定めており、沼津市域においては、中日本ハ
イウェイ・エンジニアリング東京株式会社のみが該当
することにより、この者を協定相手として選定してい
る。この協定の第４条の役割の分担に基づき、点検に
関する事項については、中日本ハイウェイ・エンジニ
アリング東京株式会社と随意契約をしている。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



183
産業振興部
農林農地課

令和3年度沼津市農地基
本台帳システム保守業務
委託

令和3年4月1日

静岡県静岡市葵区栄
町４－１０朝日生命
静岡栄町ビル
国際航業株式会社
静岡支店

1,199,000円

本業務委託は、農地基本台帳システムが円滑に運用で
きるようシステム及びデータのメンテナンスを行うも
のです。
農地基本台帳システムは、国際航業株式会社が開発、
システムを構築しているため、システムの構成、デー
タベースの構造等の技術情報を熟知しており、不具合
の早期復旧が可能であることから、本システム導入後
の保守・管理も同社に委託しています。
また、ライセンスシートにより、第三者が当システム
利用をすることも制限されています。
【地方自治法施行令第167条の２第1項第2号】

184
産業振興部
農林農地課

令和3年度 戸田饗の里
公園管理業務委託

令和3年4月1日
沼津市戸田3951番
地
戸田森林組合

1,081,000円

⑴草刈作業や樹木等の保育作業を行うため、森林管理
業務の知識と技術が必要となる。沼津市戸田地域にお
いて戸田森林組合がこれを備えている。
⑵安全確認作業、清掃作業及び災害発生時において、
臨機応変な対応ができる。
⑶地区内の組合のため、管理に必要な人員や設備など
の運搬費用等がかからず、
市内沼津地区及び他地域の業者よりも安価で実施でき
る。
⑷公園区域内のタチバナやシイタケの圃場の管理には
専門性が求められ、タチバナの木は戸田森林組合が所
有しており、また同組合のみがタチバナの施業管理を
担っている。
以上のことから、戸田森林組合と随意契約を締結す
る。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



185
産業振興部
農林農地課

令和3年度 植栽・獣害
防止柵設置業務委託

令和3年4月8日
沼津市戸田3951番
地
戸田森林組合

4,578,200円

戸田森林組合と「森林管理委託に係る協定」を締結し
ており、戸田地区及び井田地区における市有林の管理
について、同組合に委託することとしているため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

186
産業振興部
農林農地課

令和3年度 木材搬出業
務委託

令和3年4月9日
沼津市戸田3951番
地
戸田森林組合

13,624,280円

戸田森林組合と「森林管理委託に係る協定」を締結し
ており、戸田地区及び井田地区における市有林の管理
について、同組合に委託することとしているため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

187
産業振興部
農林農地課

令和3年度 市有林皆伐
業務委託

令和3年4月9日
沼津市戸田3951番
地
戸田森林組合

4,977,500円

戸田森林組合と「森林管理委託に係る協定」を締結し
ており、戸田地区及び井田地区における市有林の管理
について、同組合に委託することとしているため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

188
産業振興部
農林農地課

森林情報システム所有者
情報更新業務委託

令和3年6月25日

静岡県静岡市駿河区
南町11-1 静銀・
中京銀静岡駅南ビル
株式会社パスコ
静岡支店

1,518,000円

 更新する市町版森林情報システムは、静岡県と株式
会社パスコが共同で開発した静岡県森林情報システム
の市町版であり、システムのプログラム等は開発者以
外には非公開である。
 本業務中にプログラムを解析されることで情報が漏
洩する可能性があることから、県との共同開発者であ
り、本システム導入時の業者でもある株式会社パスコ
に業務を依頼する。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

189
産業振興部
ウィズスポーツ課

令和３年度 NUMAZU ｻｲ
ｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ静浦東運営業務
委託

令和3年4月1日

特定非営利活動法人
カケルバイク
静岡県沼津市口野
55番地の16

1,386,000円

 本事業の企画・運営業務を効率的かつ効果的に実施
するに当たって、外部の専門的な知見とノウハウを有
する専門事業者に業務委託する必要があり、受託者を
総合的判断により決定するプロポーザル方式により選
定したため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



190
産業振興部
ウィズスポーツ課

令和3年度沼津市スポー
ツ祭開催業務委託

令和3年5月6日

特定非営利活動法人
沼津市体育協会
静岡県沼津市高島本
町１－４

1,908,940円

 特定非営利活動法人沼津市体育協会は、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
織であり、本市のスポーツ界を牽引している団体であ
る。
 沼津市スポーツ祭は、特定非営利活動法人沼津市体
育協会に加盟する各競技団体が主管する大会により構
成されており、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
り、円滑且つ適正な大会運営を可能とするため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

191
産業振興部
ウィズスポーツ課

令和3年度各種スポーツ
大会業務委託

令和3年4月1日

特定非営利活動法人
沼津市体育協会
静岡県沼津市高島本
町１－４

2,312,530円

 特定非営利活動法人沼津市体育協会は、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
織であり、本市のスポーツ界を牽引している団体であ
る。
 特定非営利活動法人沼津市体育協会に沼津市ソフト
ボール協会、沼津市バレーボール協会、沼津市陸上競
技協会が属しており、年間を通じて数多くの大会を開
催していることから、３種目４大会全てにおいて円滑
且つ適正に大会運営をすることが可能であるため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



192
産業振興部
ウィズスポーツ課

令和３年度沼津市社会体
育施設管理業務委託

令和3年4月1日

特定非営利活動法人
沼津市体育協会
静岡県沼津市高島本
町１－４

33,966,319円

 特定非営利活動法人沼津市体育協会は36競技団体、
会員数約25,000人からなる市内最大・唯一のスポーツ
団体を統括した組織であると共に指導的な立場である
ことから、円滑かつ公平適正に団体間の調整や割振り
を行うことができる。同団体は公共的性格を有する団
体であり、市内各施設において主催するスポーツ教室
をはじめ、独自の大会やスポーツイベントを実施する
ことで、市と共にその指導的立場として、本市のス
ポーツ界を牽引しており、更に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。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

193
生活環境部
環境政策課

令和３年度アース・キッ
ズ事業業務委託

令和3年4月8日

特定非営利活動法人
アースライフネット
ワーク

静岡県静岡市葵区有
永町14番28号

1,391,316円

「第２次沼津市環境基本計画」においても環境教育の
一つとして学校と連携した環境教育を実施することと
しており、「アース・キッズ事業」は市・県地球温暖
化防止活動推進センター（特定非営利活動法人アース
ライフネットワーク）と各小学校が連携・協力して実
施する事業であり、他にできる事業者がないため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



194

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 沼津市中継・
中間処理施設破袋選別設

備点検業務委託
令和3年6月11日

株式会社物井工機
東京都八王子市美山
町2161-11

1,210,000円

破袋選別設備の一部である破袋機及び風力選別装置に
は、製造業者である株式会社物井工機が所持する特許
技術が使用されている。
破袋選別設備の外形図は公開されているものの、その
詳細な内部図面及び、製作部品図面は機密事項であ
り、公開されておらず、製造業者以外が点検整備した
際に不具合が生じた事例もあり、製造業者である株式
会社物井工機でなければ、正確な稼働状態の把握、部
品の劣化・消耗状況の調査、機器の調整作業が出来な
い。
本焼却炉に設置されている計7台の空気圧縮機は、㈱日
立製作所製の機器である。
共栄機電株式会社は、製造メーカーである㈱日立産機
システムの特約店であり、空気圧縮機に関する専門的
な技術と知識を有している。
空気圧縮機は、焼却炉を稼働する上で重要な機器であ
るため、専門的技術や知識を有し、点検整備に精通し
た業者が施工を行う必要がある。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

195

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 資源ごみ等中
間処理業務委託

令和3年4月1日
有限会社土肥環境整
美
伊豆市土肥303-9

4,510,000円

伊豆市が所有する土肥リサイクルセンターを運営管理
している唯一の法人に、当市の戸田地区から排出され
る容器包装等の選別、圧縮、梱包等の中間処理を委託
する。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



196

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 衛生プラント
施設管理業務委託

令和3年4月1日

水ingAM株式会社横
浜営業所
神奈川県横浜市中区
本町2-22

75,000,200円

し尿処理技術は、各メーカー独自の技術により開発されてお
り、それぞれ特徴のある水処理を行い技術内容においても相
違があることから、施設整備においては仕様書入札による性
能発注方式で建設されています。沼津市における衛生プラン
トは上記発注の結果、株式会社荏原製作所が落札し、限外ろ
過膜(ＵＦ膜)を使用した高効率の高負荷脱窒素処理方式であ
るＵＦデニパック・プロセス方式により運転を行っていま
す。この水処理方式は、維持管理費を抑えた高効率で高速の
水処理を可能にしたもので、運転においては設計段階からの
処理プログラムと、機場試験で行う水質分析結果に基づいた
汚泥処理量の数量変更を行い適正な管理を行う必要がありま
す。また、排出処理水や臭気等については地域の環境保全や
地域住民との協定書等に基づき、徹底した水質・臭気管理が
必要であり、専門業者の知識や技術が必要不可欠となりま
す。そのため、施設運転管理につきましては衛生プラント水
処理技術の専門知識を有し適正な運転管理が可能であり、水
質・臭気管理において協定書等に基づき厳格な管理を行う必
要があるほか、本年度より運転管理だけでなく、施設全体
(建屋、ビオトープ等)の管理委託を行うものとしています。
沼津市のし尿処理技術に係る職員の減少や高齢化が顕著であ
ること、し尿処理知識の継承が不完全となっていることか
ら、施設稼働当初から運転に携わり衛生プラントの特性を熟
知し安全で安心な運転方法を心得ているものを選定する必要
があります。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 衛生プラント
エレベーター設備保守管
理業務委託

令和3年4月1日

東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ株式会社
静岡支店
静岡市駿河区稲川2-
1-1

1,386,000円

エレベーター等昇降機の保守点検は平成５年の建設省
による「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」
に基づき、定期点検を義務として行っていました。し
かしながら、一般競争入札において他メーカーの点検
業務を行う機会が増加し、全国でエレベーターによる
事故が発生し死亡事故も起きる事態となりました。こ
の事態を受け国は、平成28年２月に「昇降機の適切な
維持管理に関する指針」を示し、保守点検業者の選定
方針を一般競争入札から専門技術者の能力等を総合的
に評価し随意契約としていく方針へと転換しました。
エレベーターは、設備の不良による事故が直接人命の
生死に繋がることから、保守点検の考え方は予防保全
を前提に、設備の不具合を注意深く観察し、その設備
に起こりつつある問題点を事前に把握・対応し、不具
合等の情報も含めて継続的に保守管理を行うことが重
要となっています。また、製造業者が作成した保守点
検に関する文書及び建築確認の申請図面等を点検業者
に貸与するとしても、入札により点検業者が変更に
なった場合、情報の継続性が途切れることとなり、事
故や故障発生のリスクが高くなります。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 衛生プラント
し尿脱水汚泥運搬・処理
処分業務委託

令和3年4月1日

有限会社豊栄産業
他1者
山口県下松市大字東
豊井1163

想定
13,409,000円

処分12,650円/t
運搬141,680円/

車

１．継続的・安定的に受入れが可能な堆肥化施設を所
有する事業所であること。 ２．適正な処理・処分がで
きる堆肥化技術をもっていること。３．し尿汚泥堆肥
をリサイクル処理品として流通させることが可能な事
業所であること。４．処分の場所が他市町村にある場
合は、「廃棄物処理法第６条の２第２項、同法施行令
第４条第９号」に基づき当該市町村に廃棄物の種類や
量などあらかじめ決められた事項を通知する必要があ
ります。そのため、円滑な廃棄物処理の確保のため必
要に応じ、その関係市町村間で事前協議を行う必要が
あり委託処理の通知を受けた市町村は意見を述べるこ
とが適当であるとされ、協議の結果、受け入れを拒否
される可能性もあり処理業者を選定するだけでは委託
できない場合があります。このような事情の中、受託
先が所在する自治体である、山口県周南市との協議は
年度毎に必要書類の提出をもって許可され、搬入につ
いて理解を得ていること。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 衛生プラント
No.1貯留槽他4槽清掃業
務委託

令和3年5月17日
ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ株式会社
沼津市西間門神明
169-1

4,246,000円

本業務委託を実施するにあたり、浚渫・清掃に関して
は強力吸引車、高圧洗浄車を有しかつ沈砂等の処理施
設を有している業者を選定する他、し尿等貯留槽内に
おける硫化水素中毒や酸欠による事故は死亡事故等重
大な事故に直結する恐れがあるため、本業務における
知識や経験を有している業者の選定が必要不可欠とな
ります。その他、本業務において発生する沈砂等の除
去物は一般廃棄物に該当するため、沼津市内での処理
が基本となり、市外業者等に委託する場合は廃棄物の
処理及び清掃に関する法律施行令第４条第９号のイに
より当該市町村の同意が必要となります。そのため、
市内の一般廃棄物(ごみ)収集運搬業者･処分業者のう
ち、汚泥処理の許可を得ている業者はクリーンサービ
ス株式会社のみとなり、令和２年度において当該業務
の実績があります。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 衛生プラント
高調波抑制設備修繕

令和3年5月17日

水ingｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株
式会社横浜営業所
横浜市中区本町2-
22

1,408,000円

衛生プラントでは株式会社荏原製作所の独自技術により設計
された膜分離高負荷脱窒素方式を採用しています。本修繕対
象の高調波抑制設備はモータ等機器の始動電流を抑えるた
め、インバータによる周波数制御を用いる機器が多い場合に
設置され、周波数変換時に発生する高調波が原因で起こる他
機器の異常振動等の影響を抑えるために必要な設備です。高
調波は、衛生プラント内部だけではなく、周辺の電気需要家
への影響が出る恐れがあるため、し尿処理設備機器の容量計
算に基づき設計され、東京電力に事前協議(容量計算等)が行
われ施工設置されています。衛生プラントの建設において
は、し尿処理場の特性から性能発注を行っており沼津市の処
理量想定に基づき、独自に設計施工されています。設計施工
は株式会社荏原製作所によるものですが、現在、保守関連事
業においては、株式会社荏原製作所からメンテナンス事業を
継承した水ｉｎｇエンジニアリング株式会社横浜営業所が
行っており設備の特殊性上設置したメーカーでなければ部品
の調達や保守ができず、施工後の性能保証もできません。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 衛生プラント
膜処理設備ろ過膜修繕

令和3年6月1日

水ingｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株
式会社横浜営業所
横浜市中区本町2-
22

1,540,000円

衛生プラントでは株式会社荏原製作所の独自技術によ
り設計された膜分離高負荷脱窒素方式を採用してお
り、本修繕対象の膜処理設備はし尿浄化槽汚泥がろ過
膜を通過することで汚泥と透過水に分離させるもの
で、衛生プラントにおけるし尿処理工程において重要
な設備となっています。膜処理設備はし尿浄化槽汚泥
の膜原水槽内に設置されおり、処理が滞ると次工程以
降の汚泥脱水工程や透過水の薬品処理工程への影響が
あり、処理ができずし尿浄化槽汚泥の受入停止になり
施設の運転停止につながる恐れがあります。衛生プラ
ントの建設においては、し尿処理場の特性から性能発
注を行っており沼津市の処理量想定に基づき、独自に
設計施工されています。設計施工は株式会社荏原製作
所によるものですが、現在、保守関連事業において
は、株式会社荏原製作所からメンテナンス事業を継承
した水ｉｎｇエンジニアリング株式会社横浜営業所が
行っており設備の特殊性上設置したメーカーでなけれ
ば部品の調達や保守ができず、施工後の性能保証もで
きません。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 使用済み乾電
池等の処理処分業務委託

令和3年4月1日
野村興産株式会社
東京都中央区日本橋
堀留町2-1-3

想定額
1,043,460円

破砕済蛍光管
68円／kg （税
抜）
未破砕蛍光管・
体温計他 73円
/kg（税抜）

（１）蛍光管及び体温計等には水銀などの有害物質が
含まれており、環境汚染等がないよう配慮して処理を
する必要があるため、地方自治体が主な構成団体であ
る(公社)全国都市清掃会議によって策定されている
「使用済み乾電池等（※）の広域回収・処理計画」及
び「使用済み乾電池等（※）の広域回収・処理実施要
領」に従って処理すること。
（※使用済み乾電池等とは使用済み乾電池及び使用済
み蛍光管等とし、使用済み蛍光管等とは、使用済み蛍
光管、体温計、鏡、血圧計をいう。）
（２）「使用済み乾電池等の広域回収・処理計画」に
おいて、処理委託先は野村興産株式会社が指定されて
いること。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

203

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和3年度 分別基準適合
物の引き取り及び再商品
化業務委託

令和3年4月1日

公益財団法人日本容
器包装リサイクル協
会
東京都港区虎ノ門1
丁目14番1号郵政福
祉琴平ビル

想定額
1,768,318円

無色ガラスびん
0.04率×4.6円
（税抜）
茶色ガラスびん
0.14率×6.4円
（税抜）
その他色ガラス
びん 0.07率×
17.5円（税抜）
容器包装プラス
チック類 0.01
率×51.0円（税
抜）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関す
る法律第21条第1項に基づき、主務大臣より指定され
た法人が行うものとされており、(公財)日本容器包装
リサイクル協会が国から指定を受けた唯一の法人と
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】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 一般廃棄物
(プラスチック類)処理業
務委託

令和3年4月1日

三重中央開発株式会
社
三重県伊賀市予野字
鉢屋4713

想定額
95,957,400円

51,500円/t
(税込)

沼津市の最終処分場の残容量が逼迫しており、沼津市
からの排出予定量を安定して受け入れられる事業所は
市内や県内には存在しない。そこで受託先を県外に求
めることとなるが、受託先の場所が他市町村にある場
合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2
項、同法施行令第4条第9号イに基づき当該市町村に廃
棄物の種類や量などあらかじめ決められた事項を通知
し、必要に応じて関係市町村間で事前協議を行う必要
もあることから、入札による業者選定は適さない。
こうした中、三重中央開発株式会社は、プラスチック
ごみの処理に係る要件をすべて充たし、平成11年から
当市のプラスチックごみの処理を受託して、円滑な業
務を遂行しており、受託処理施設が所在する伊賀市及
び地元住民にも、プラスチックごみの搬入について理
解が得られ、今年度の搬入について既に協議も整い、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく承認を得
ている。
事業者の実績、安定性、信頼性、又、所在地の伊賀市
との協議の結果承認を得ていること等から。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 一般廃棄物
(焼却灰)処理業務委託

令和3年4月1日

三重中央開発株式会
社
三重県伊賀市予野字
鉢屋4713

想定額
1,717,474,000
円

沼津市清掃プラ
ント分 37,400
円/t
(税込)
土肥戸田衛生セ
ンター分
39,600円/t
(税込)

沼津市の最終処分場の残容量が逼迫しており、排出予
定量を安定して受け入れられる事業所は市内や県内に
は存在しない。
そこで受託先を県外に求めることとなるが、受託先の
場所が他市町村にある場合、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第6条の2第2項、同法施行令第4条第9号イ
に基づき当該市町村に廃棄物の種類や量などあらかじ
め決められた事項を通知し、必要に応じて関係市町村
間で事前協議を行う必要もあることから、入札による
業者選定は適さない。
こうした中、三重中央開発株式会社は、焼却灰の処理
に係る要件をすべて充たし、平成15年から当市の焼却
灰の処理を受託して、円滑な業務を遂行しており、ま
た、受託処理施設が所在する伊賀市及び地元住民に
も、焼却灰の搬入について理解が得られ、今年度の搬
入について既に協議も整い、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律に基づく承認を得ている。
事業者の実績、安定性、信頼性、又、所在地の伊賀市
との協議の結果承認を得ていること等から。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 一般廃棄物
(飛灰)処理業務委託

令和3年4月1日

三重中央開発株式会
社
三重県伊賀市予野字
鉢屋4713

想定額
75,585,400円

51,700円/t
(税込)

沼津市の最終処分場の残容量が逼迫しており、排出予
定量を安定して受け入れられる事業所は市内や県内に
は存在しない。
そこで受託先を県外に求めることとなるが、受託先の
場所が他市町村にある場合、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第6条の2第2項、同法施行令第4条第9号イ
に基づき当該市町村に廃棄物の種類や量などあらかじ
め決められた事項を通知し、必要に応じて関係市町村
間で事前協議を行う必要もあることから、入札による
業者選定は適さない。
こうした中、三重中央開発株式会社は、飛灰の処理に
係る下記要件をすべて充たし、平成27年から当市の飛
灰の処理を受託して、円滑な業務を遂行しており、ま
た、受託処理施設が所在する伊賀市及び地元住民に
も、飛灰の搬入について理解が得られ、今年度の搬入
について既に協議も整い、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律に基づく承認を得ている。
事業者の実績、安定性、信頼性、又、所在地の伊賀市
との協議の結果承認を得ていること等から。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 一般廃棄物
(不燃物)処理業務委託

令和3年4月1日

三重中央開発株式会
社
三重県伊賀市予野字
鉢屋4713

想定額
25,340,700円

38,500円／ｔ
(税込)

沼津市の最終処分場の残容量が逼迫しており、排出予
定量を安定して受け入れられる事業所は市内や県内に
は存在しない。
そこで処分場を県外に求めることとなるが、処分の場
所が他市町村にある場合、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第6条の2第2項、同法施行令第4条第9号イに
基づき当該市町村に廃棄物の種類や量などあらかじめ
決められた事項を通知し、必要に応じて関係市町村間
で事前協議を行う必要もあることから、入札による業
者選定は適していない。
こうした中、三重中央開発株式会社は、不燃ごみの処
理・処分に係る要件をすべて充たし、平成25年から当
市の不燃物の処理・処分を受託して、円滑な業務を遂
行しており、また、受託処理施設が所在する伊賀市及
び地元住民にも、不燃物の搬入について理解が得ら
れ、今年度の搬入について既に協議も整い、廃棄物の
処理及び清掃に関する法律に基づく承認を得ている。
事業者の実績、安定性、信頼性、又、所在地の伊賀市
との協議の結果承認を得ていること等から。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 沼津市埋立ご
み再処理設備破砕機修繕

令和3年6月1日

ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｲｰﾄ株式
会社 中部ｶﾝﾊﾟﾆｰ 東
部支店
静岡県富士市大渕
2527-1

5,161,860円

破砕機のカッター刃は、株式会社小松製作所製の自走
式破砕機のホッパ内に一体型として搭載されている特
殊部品であり、製造メーカーでなければ、設計製作図
面がないため、交換作業を行うことができない。
コマツカスタマーサポート株式会社 中部カンパニー
東部支店は、製造メーカーである株式会社小松製作所
の静岡県内における唯一の販売代理店である。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



209

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 沼津市清掃プ
ラント２号排ガス分析装
置点検整備

令和3年6月28日

富士電機株式会社
静岡営業所
静岡市葵区栄町３番
１

1,425,600円

本設備は、富士電機株式会社が本焼却炉の運転状況を
もとに設計を行っており、製造メーカー独自の構造、
特許技術によって構成されている設備である。設備の
設置から設定、試運転調整まで含めて富士電機が施工
を行っている。
本設備は、特殊設備であるため施工上の経験、知識を
必要とし、現場の状況等に精通した製造メーカーが点
検整備を行う必要がある。
故障等を起こした場合は、焼却炉の操業に支障をきた
す重要な設備である。富士電機は製造メーカーである
ため、整備完了後に不具合が発生したとしても、部品
の調達も容易であり、緊急対応として適切且つ迅速に
対応をすることが可能である。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

210

生活環境部
クリーンセンター
管理課

沼津市清掃プラント排ガ
ス処理スマートソリュー
ション賃貸借

令和3年4月1日
赤武株式会社
沼津市西椎路14

7,920,000円

ごみ処理施設は、その処理のプロセスの中で排ガスに
よる公害が発生しないよう、大気汚染防止法による排
ガス基準値が設定されており、これらに適合した施設
整備、及び運転管理を行っている。
『排ガス処理スマートソリューション』は、この酸性
ガス処理剤である消石灰の薬中制御に着目した機器で
あり、廃棄物発生量の削減や薬剤・廃棄物処分コスト
の削減等を目的として、栗田工業株式会社が特許権を
取得している「酸性ガスの処理方法」をもとに設計、
開発した薬注管理装置であり、機器の根幹に係る仕様
は公開されていない。
栗田工業は、沼津市における業者登録がされていない
ことから、この機器を納入することができるのは、栗
田工業株式会社の沼津市内唯一の販売店である赤武株
式会社だけである。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



211

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 沼津市清掃プ
ラント２号ボイラ耐火物
修繕

令和3年4月19日

クボタ環境サービス
株式会社
東京都中央区京橋2-
1-3

5,445,000円

本焼却炉は、株式会社クボタが特許権を取得している
制御システム「燃焼制御方法及び燃焼制御装置」をも
とに設計を行っており、製造メーカー独自の構造、特
許技術によって構成されている設備である。（※平成
23年4月 ㈱クボタからクボタ環境サービス㈱へ事業譲
渡）
本工事を行う設備においては、特殊設備であるため施
工上の経験、知識を必要とし、現場の状況等に精通し
た製造メーカーが施工を行う必要がある。
また、クボタ環境サービス株式会社は、焼却炉に関し
て工事箇所の性能・機能保証だけでなく、焼却炉運転
開始後、正常稼働するまで確認を行い、施工箇所以外
の部分も含めた焼却炉全体の性能を保証している。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

212

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 沼津市清掃プ
ラント１、２号燃焼バー
ナ類修繕

令和3年4月22日

クボタ環境サービス
株式会社
東京都中央区京橋2-
1-3

6,380,000円

本焼却炉は、株式会社クボタが特許権を取得している
制御システム「燃焼制御方法及び燃焼制御装置」をも
とに設計を行っており、製造メーカー独自の構造、特
許技術によって構成されている設備である。（※平成
23年4月 ㈱クボタからクボタ環境サービス㈱へ事業譲
渡）
本工事を行う設備においては、特殊設備であるため施
工上の経験、知識を必要とし、現場の状況等に精通し
た製造メーカーが施工を行う必要がある。
また、クボタ環境サービス株式会社は、焼却炉に関し
て工事箇所の性能・機能保証だけでなく、焼却炉運転
開始後、正常稼働するまで確認を行い、施工箇所以外
の部分も含めた焼却炉全体の性能を保証している。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



213

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 沼津市清掃プ
ラントボイラ給水ポン
プ・脱気器給水ポンプ分
解整備

令和3年4月26日

クボタ環境サービス
株式会社
東京都中央区京橋2-
1-3

3,685,000円

本焼却炉は、株式会社クボタが特許権を取得している
制御システム「燃焼制御方法及び燃焼制御装置」をも
とに設計を行っており、製造メーカー独自の構造、特
許技術によって構成されている設備である。（※平成
23年4月 ㈱クボタからクボタ環境サービス㈱へ事業譲
渡）
本工事を行う設備においては、特殊設備であるため施
工上の経験、知識を必要とし、現場の状況等に精通し
た製造メーカーが施工を行う必要がある。
また、クボタ環境サービス株式会社は、焼却炉に関し
て工事箇所の性能・機能保証だけでなく、焼却炉運転
開始後、正常稼働するまで確認を行い、施工箇所以外
の部分も含めた焼却炉全体の性能を保証している。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

214

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 沼津市清掃プ
ラントごみ、灰クレーン
点検整備

令和3年5月24日

極東サービス株式会
社
千葉県八千代市上高
野1823-1

3,740,000円

清掃プラントに設置されている、ごみ、灰クレーン
は、極東サービス株式会社がごみ、灰ピット及び焼却
炉の構造を考慮し、設計・施工をしたものである。各
クレーンの設計図は公開されておらず、他社は、各ク
レーン細部に渡る情報を有していない。
また、点検整備において、機器の劣化・消耗状況を判
断するためには、機器に関する十分な知識と経験があ
り、現場の状況に精通した者が点検を行う必要がある
ため、他社ではこの点検整備作業を行うことはできな
いため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



215

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 沼津市清掃プ
ラント１号乾燥帯及び燃
焼帯側壁耐火物他修繕

令和3年6月3日

クボタ環境サービス
株式会社
東京都中央区京橋2-
1-3

28,270,000円

本焼却炉は、株式会社クボタが特許権を取得している
制御システム「燃焼制御方法及び燃焼制御装置」をも
とに設計を行っており、製造メーカー独自の構造、特
許技術によって構成されている設備である。（※平成
23年4月 ㈱クボタからクボタ環境サービス㈱へ事業譲
渡）
本工事を行う設備においては、特殊設備であるため施
工上の経験、知識を必要とし、現場の状況等に精通し
た製造メーカーが施工を行う必要がある。
また、クボタ環境サービス株式会社は、焼却炉に関し
て工事箇所の性能・機能保証だけでなく、焼却炉運転
開始後、正常稼働するまで確認を行い、施工箇所以外
の部分も含めた焼却炉全体の性能を保証している。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

216

生活環境部
クリーンセンター
管理課

令和３年度 沼津市清掃プ
ラント二次ガス冷却用空
気圧縮機No.1他6台分解
整備

令和3年6月25日
共栄機電株式会社
沼津市本錦町644-
11

6,996,000円

本焼却炉に設置されている計7台の空気圧縮機は、㈱日
立製作所製の機器である。
共栄機電株式会社は、製造メーカーである㈱日立産機
システムの特約店であり、空気圧縮機に関する専門的
な技術と知識を有している。
空気圧縮機は、焼却炉を稼働する上で重要な機器であ
るため、専門的技術や知識を有し、点検整備に精通し
た業者が施工を行う必要がある。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

217
都市計画部
まちづくり政策課

沼津市リノベーションま
ちづくりプロデュース業
務委託

令和3年4月26日
東京都練馬区田柄1-
16-9青豆ハウス
㈱まめくらし

1,210,000円

本市のリノベーションまちづくりの取り組みのベース
となっている「推進ガイドライン」策定や「リノベー
ションスクール＠沼津」においてアドバイザーなどを
務め、事業推進に一貫して関わり実績を残しているた
め。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



218
都市計画部
まちづくり政策課

旧国一南エリアにおける
事業プロデュース業務委
託

令和3年4月20日

大阪府大阪市阿倍野
区晴明通7-20
㈱サルトコラボレイ
ティヴ

4,851,000円

「旧国一南エリアビジョン」策定時の座⾧を務め、本
市の現状、ビジョン内容、各事業の組み立てや方向性
を熟知するとともに、他市でもビジョンづくりから事
業推進まで一貫して関わることで実績を残しているた
め。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

219
都市計画部
まちづくり政策課

令和３年度沼津市立地適
正化計画における防災指
針作成に向けた基礎調査
等業務委託

令和3年6月7日

静岡市葵区栄町４番
地の１０ 朝日生命
静岡栄町ビル
国際航業㈱静岡支店

4,543,000円

本業務が事業者によって大きく成果に差が出るもので
あることからプロポーザル方式により提案を受け、契
約候補者選定委員会にて選定した契約候補者と契約締
結したため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

220
都市計画部
まちづくり政策課

令和３年度 沼津市中心
市街地まちづくり戦略
公共空間再編による歩行
者行動・空間特性等の評
価・分析業務委託

令和3年6月21日

東京都千代田区岩本
町三丁目８番１５号
復建調査設計・ス
ペースシンタック
ス・ジャパン 沼津
市中心市街地まちづ
くり戦略 公共空間
再編による歩行者行
動・空間特性等の評
価・分析業務委託共
同事業者

15,994,000円

本業務が事業者によって大きく成果に差が出るもので
あることからプロポーザル方式により提案を受け、契
約候補者選定委員会にて選定した契約候補者と契約締
結したため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



221
都市計画部
まちづくり政策課

令和３年度 沼津市中心
市街地まちづくり戦略
公共空間再編整備計画作
成等業務委託

令和3年6月21日

静岡市葵区伝馬町９
番地の１０
日建設計シビル・日
本交通計画協会・Ｓ
ＯＣＩ 令和3年度
沼津市中心市街地ま
ちづくり戦略 公共
空間再編整備計画作
成等業務委託共同企
業体

6,996,000円

本業務が事業者によって大きく成果に差が出るもので
あることからプロポーザル方式により提案を受け、契
約候補者選定委員会にて選定した契約候補者と契約締
結したため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

222
都市計画部
まちづくり政策課

令和３年度 沼津市リノ
ベーションまちづくり事
業公共空間活用促進支援
業務委託

令和3年6月18日
沼津市上土町72-5
㈱ＲＥＦＳ

4,609,000円

本業務が事業者によって大きく成果に差が出るもので
あることからプロポーザル方式により提案を受け、契
約候補者選定委員会にて選定した契約候補者と契約締
結したため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

223
都市計画部
まちづくり指導課

令和３年度
「わが家の専門家診断事
業」業務委託

令和3年5月10日

公益社団法人
静岡県建築士会
（静岡市葵区御幸町
9番地の9）

5,189,800円
「静岡県耐震診断補強相談士」が多数所属する唯一の
団体であり、本事業を統括できる組織のため。
〔地方自治法施行令第167条の２第1項第2号〕

224
都市計画部
まちづくり指導課

令和３年度
沼津市狭あい道路拡幅に
伴う測量、分筆、登記等
業務委託

令和3年4月1日

公益社団法人
静岡県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会
（静岡市駿河区曲金
六丁目16番10号）

29,657,520円
「土地家屋調査士」が多数所属する唯一の団体であ
り、本事業を統括できる組織のため。
〔地方自治法施行令第167条の２第1項第2号〕

225
都市計画部
まちづくり指導課

令和３年度
建築行政共用データベー
スシステム利用

令和3年4月1日

一般社団法人
建築行政情報セン
ター
（東京都新宿区神楽
坂一丁目15番地）

1,091,750円

本システムは建築確認申請の検索、統計処理及び新規
物件の確認済証の発行等と行っており、一般社団法人
建築行政情報センターは本システムの利用契約が可能
な唯一の機関であるため。
〔地方自治法施行令第167条の２第1項第2号〕



226
都市計画部
緑地公園課

戸田地区公園浄化槽保守
点検及び清掃業務委託 令和3年4月1日

有限会社 土肥ク
リーンサービス 戸
田営業所
沼津市戸田１０６１
－５

1,101,100円
戸田地区における浄化槽清掃の許可を受けている事業
者が、1社のみであるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

227
都市計画部
緑地公園課

沼津市中央公園再整備基
本方針策定業務委託

令和3年6月15日

株式会社 SOCI
東京都目黒区鷹番３
丁目７番13号 弘
洋ハイツ202

3,740,000円

本業務は、プロポーザル方式によって提案を受け、候
補者選定委員会にて審査した結果、最も優れていた業
者と契約締結をしたため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

228
都市計画部
総合体育館整備室

令和３年度 香陵公園周
辺整備ＰＦＩ事業 建
設・維持管理・運営等モ
ニタリング支援業務委託

令和3年4月7日

株式会社 日本経済
研究所
東京都千代田区大手
町1-9-2

5,720,000円

PFI事業の特殊性を十分に理解し、業務要求水準書、落
札者決定基準、事業契約書(案)の作成過程及び内容、
入札から事業契約の締結に至るまでの契約協議の過程
及びその内容を熟知した者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】

229
建設部
道路管理課

令和３年度 官民境界査
定立会業務委託

令和3年4月1日

（公社）静岡県公共
嘱託登記土地家屋調
査士協会
静岡県静岡市駿河区
曲金6-16-10

2,010,000円

 官民境界査定立会業務委託を行うにあたり、土地家
屋調査士会に登録された者のみで構成され、多くの官
公庁からの受注を確実に履行している実績がある「公
共嘱託登記土地家屋調査士協会」と契約するもの。
 なお、土地家屋調査士法第63条第1項の趣旨を達成
するために、本協会と契約検査課にて一括で単価契約
を行うことで、迅速な業務処理が可能となる。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

230
建設部
道路管理課

令和3年度 沼津市道路
維持業務委託

令和3年4月1日

沼津セントラル・コ
ンストラクション協
同組合
静岡県沼津市御幸町
17-12

9,167,000円

沼津市道路維持業務委託を行うにあたり、沼津市広域
に業者を有する組合組織で各地域に精通し迅速な対応
が可能であり、舗装・橋梁・法面やトンネルといった
土木構造物全般に精通し、更に本市との災害協定も締
結している沼津セントラル・コンストラクション協同
組合と契約するもの。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



231
建設部
道路管理課

沼津市道路台帳再編成業
務委託

令和3年5月28日

国際航業(株)静岡支
店
静岡県静岡市葵区栄
町4-10朝日生命静
岡栄町ビル

24,530,000円

沼津市道路台帳再編成業務委託を行うにあたり、道路
台帳データを運用している統合型GISが国際航業(株)
製作のシステムであり、道路認定調書データについて
も本事業者が既に集計を行う独自プログラムを開発
し、運用している。システムの構成やデータベースの
構造を熟知しており、不具合の早期復旧も可能である
ことからシステム開発元である本事業者と契約するも
の。

232
建設部
道路管理課

令和3年度沼津市岡宮地
内測量及び分筆登記業務
委託

令和3年6月15日

（公社）静岡県公共
嘱託登記土地家屋調
査士協会
静岡県静岡市駿河区
曲金6-16-10

1,421,100円

 令和3年度沼津市岡宮地内測量及び分筆登記業務委託
を行うにあたり、土地家屋調査士会に登録された者の
みで構成され、多くの官公庁からの受注を確実に履行
している実績がある「公共嘱託登記土地家屋調査士協
会」と契約するもの。
 なお、土地家屋調査士法第63条第1項の趣旨を達成
するために、本協会と契約検査課にて一括で単価契約
を行うことで、迅速な業務処理が可能となる。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

233
建設部
道路管理課

（橋）無名橋373橋梁修
繕工事

令和3年6月21日
(有)近藤組
静岡県沼津市志下
488

2,981,000円

無名橋373橋梁修繕工事を行うにあたり、当初点検結
果がⅢであり、今年度通常の補修修繕を行う予定で
あったが、事前調査の結果、塩害による鉄筋の腐食が
著しく、老朽化によるコンクリートの劣化や損傷が橋
梁全体に及んでおり、判定Ⅳ相当の緊急に措置が必要
な段階に至っていたため、緊急修繕工事が必要となり
近隣5km以内で早急な対応が可能であった(有)近藤組
と契約するもの。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第5号】



234
建設部
道路管理課

令和3年度 東名高速道
路と交差する市道0118
号線松坂橋他8橋橋梁定
期点検業務委託

令和3年6月30日

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆ
ｱﾘﾝｸﾞ東京(株)
東京都新宿区西新宿
1-23-7

20,377,602円

令和3年度 東名高速道路と交差する市道0118号線松
坂橋他8橋橋梁定期点検業務委託を行うにあたり、高速
道路の交通規制を伴い、高速道路内からの作業・点検
等が必要な業務については中日本高速道路株式会社が
地域ごとに定めるグループ会社が実施することとなっ
ており、沼津市域においては中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
東京(株)のみが該当することから、本事業者と契約す
るもの。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

235
建設部
住宅営繕課

令和3年度沼津市営住宅
中尾団地J4‣5棟エレ
ベータ保守点検業務委託

令和3年4月1日

日本オーチス‣エレ
ベータ㈱
静岡市葵区常磐町2
丁目13—1

1,273,800円
市営住宅のエレベータを熟知したメーカー技術者によ
る保守点検を行うため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

236
建設部
住宅営繕課

令和3年度沼津市営住宅
八重団地Y1棟・Y2棟エ
レベーター保守点検業務
委託

令和3年4月1日
㈱日立ビルシステム
神奈川県横浜市西区
高島1丁目1番2号

1,610,400円
市営住宅のエレベータを熟知したメーカー技術者によ
る保守点検を行うため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

237
建設部
住宅営繕課

令和3年度 沼津市営住
宅の整備・管理に関する
実施計画改定支援業務委
託

令和3年6月14日

（株）市浦ハウジン
グ＆プランニング
愛知県名古屋市中区
栄4-3-26

5,995,000円

価格差ではなく、提案の優劣により契約相手先を選定
するプロポーザル方式を採用しており、競争入札に適
さないため
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

238
沼津駅周辺整備部
整備課

令和3年度 新貨物
ターミナル合筆及び分
筆登記業務委託

令和3年6月1日

公益社団法人 静岡県
公共嘱託登記土地家屋
調査士協会
静岡県静岡市駿河区曲
金6-16-10

24,618,000円

「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」は公益に資するために
設立された団体であり、土地家屋調査士法第63条第1項の趣
旨を達成するために、契約検査課にて一括で単価契約を行
い、多数の土地家屋調査士が所属する同会に発注することで
迅速な業務処理が可能であるため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



239 議会事務局
音声録音認識ソフト等保
守業務委託

令和3年4月1日

株式会社 アドバン
スト・メディア
所在地:東京都豊島
区東池袋３-１-１
サンシャイン60
42階

1,227,600円

現行システムを開発したことからアプリケーションプ
ログラムの著作権及び、専門的技術を有している同社
以外に保守業務を行える業者はないため。【地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号】

240 議会事務局 本会議映像配信業務委託 令和3年4月1日

株式会社 会議録研
究所
所在地:東京都新宿
区市谷八幡町16番

1,940,400円
本映像配信業務における会議録テキスト表示に対応で
きる者が本業者以外にいないため。【地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第２号】

241 議会事務局
令和3年度「議会だよ
り」印刷

令和3年4月9日

文光堂印刷 株式会
社
所在地:沼津市西間
門68-1

8,247,800円

「議会だより」は「広報ぬまづ」に折り込み同時配布
しており、作業の行程上、印刷と同時に折込作業を行
う必要があるため、分けて行うことができない。その
ために「広報ぬまづ」の印刷業者と契約する必要があ
る。【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

242
教育委員会事務局
学校管理課

沼津市立第二中学校他１
校エレベーター保守点検
業務委託

令和3年4月1日

日本オーチス・エレ
ベータ株式会社 静
岡支店
静岡県静岡市葵区常
磐町２丁目１３－１

2,400,000円

保守点検対象は乗用エレベーターであり、安全・安心
を保障し、人命を第一に考える必要があることから、
導入業者による保守点検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】

243
教育委員会事務局
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3年4月23日

沼津市環境整備事業
協同組合
静岡県沼津市大諏訪
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



244
教育委員会事務局
沼津市立高校

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3年4月1日

静岡市駿河区稲川2-
1-1
東芝エレベータ 株
式会社 静岡支店

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】

245
教育委員会事務局
学校教育課

令和3年度 教師用教科
書・指導書他

令和3年4月1日
栗田書店
沼津市東原331-1

1,597,378円

 小中学校で使用する教科書及び指導書等について
は、文部科学大臣の指示で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（書店）が指定された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、(株)マル
サン書店、(有)蘭契社書店、栗田書店の３書店が取次
供給所となっている。
 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。【地方自
治法施行令第167条の２第１項第２号】



246
教育委員会事務局
学校教育課

令和3年度 教師用教科
書・指導書他

令和3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

7,905,901円

 小中学校で使用する教科書及び指導書等について
は、文部科学大臣の指示で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（書店）が指定された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、(株)マル
サン書店、(有)蘭契社書店、栗田書店の３書店が取次
供給所となっている。
 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。【地方自
治法施行令第167条の２第１項第２号】

247
教育委員会事務局
学校教育課

令和３年度 教師用教科
書・指導書他

令和3年4月1日

株式会社 マルサン
書店
沼津市大手町5-3-
13

18,966,157円

 小中学校で使用する教科書及び指導書等について
は、文部科学大臣の指示で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（書店）が指定された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、(株)マル
サン書店、(有)蘭契社書店、栗田書店の３書店が取次
供給所となっている。
 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。【地方自
治法施行令第167条の２第１項第２号】



248
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用青果（給
食開始日～４月１６日）

令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

3,178,004円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

249
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用青果（４
月１９日～４月３０日）

令和3年4月12日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

6,017,638円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

250
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用こんにゃ
く

令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

1,390,000円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

251
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用豆腐 令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

12,816,000円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

252
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用酒調味料 令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

5,804,000円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

253
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用鮮魚（給
食開始日～４月３０日）

令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

3,244,190円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



254
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用精肉・鶏
肉（給食開始日～４月３
０日）

令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

5,594,178円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

255
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用めん 令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

12,825,000円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

256
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用給食専用
加工品（４月１日～７月
３１日）

令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

75,205,000円

学校給食で使用する食品は、その使用にあたり産地や
添加物、アレルギー物質等について厳しい基準があ
り、使用に際しては書類審査を行う必要があるが、(公
財)静岡県学校給食会の物資については、学校給食で提
供される目的で製造されており、書類審査が不要であ
るため【地方自治法施行令第167条の２第１項第２

257
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用米飯 令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

44,882,000円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

258
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用パン 令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

23,079,000円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



259
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用牛乳 令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

136,660,000円
国の「学校給食用牛乳供給対策要綱」に基づき、県が
決定した業者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】

260
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用青果（５
月６日～５月１４日）

令和3年4月26日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

4,017,633円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

261
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用鮮魚（５
月６日～５月３１日）

令和3年4月1日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

4,431,289円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

262
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用精肉・鶏
肉（５月６日～５月３１
日）

令和3年4月30日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

6,173,272円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

263
教育委員会事務局
学校教育課

小中学校給食用青果（５
月１７日～５月３１日）

令和3年5月10日

公益財団法人 静岡
県学校給食会 沼津
支部
沼津市本字丸子町
752-11

6,608,174円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため【地
方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



264
教育委員会事務局
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3年4月1日
東栄商工 株式会社
（沼津市岡宮607-
1）

2,692,800円

ネットワーク運用支援委託は、学校間ネットワーク及
び学校内ネットワークを円滑に運用する為の技術支援
及びネットワークの障害復旧作業等が業務内容となっ
ており、セキュリティ上重要な情報の漏えいの予防、
障害が発生した場合の早急な復旧作業が可能な、上記
ネットワークを構築した業者であり、緊急時に迅速な
対応が可能な業者であるため【地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号】

265
教育委員会事務局
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3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）

1,056,000円

 メディアセンターサーバサポート委託は、市内41校
をつなげる学校間ネットワーク及び学校内ネットワー
クを統括するサーバ(市立沼津高等学校内)を正常な状
態に維持する為の予防保全措置及び障害復旧作業等が
業務内容となっており、セキュリティ上重要な情報の
漏えいの予防、障害が発生した場合の早急な復旧作業
が可能な、上記サーバ群を構築した業者であり、緊急
時に迅速な対応が可能な業者であるため【地方自治法
施行令第167条の２第１項第２号】

266
教育委員会事務局
学校教育課

沼津市立小中学校学習用
ネットワーク運用支援業
務委託

令和3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）

1,584,000円

 学習用ネットワーク運用支援業務委託は、各学校か
ら直接インターネット接続ができるネットワークを安
全に運用する為の技術支援、ネットワーク機器の定期
確認及びネットワークの障害復旧作業等が業務内容と
なっており、セキュリティ上重要な情報の漏えいの予
防、障害が発生した場合の早急な復旧作業が可能な、
上記ネットワークを構築した業者であり、緊急時に迅
速な対応が可能な業者であるため【地方自治法施行令
第167条の２第1項第2号】



267
教育委員会事務局
学校教育課

令和３年度 尿検査業務
委託（小・中・高等学校
分）

令和3年4月1日
一般社団法人 沼津
医師会（沼津市八幡
町82）

2,867,271円

 児童生徒等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団体と契約
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】

268
教育委員会事務局
学校教育課

令和３年度 児童生徒心
電図検診業務委託

令和3年4月1日
一般社団法人 沼津
医師会（沼津市八幡
町82）

8,872,710円

 児童生徒等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団体と契約
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】

269
教育委員会事務局
学校教育課

令和３年度 生活習慣病
予防検診業務委託

令和3年4月1日
一般社団法人 沼津
医師会（沼津市八幡
町82）

7,095,473円

 児童生徒等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団体と契約
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】

270
教育委員会事務局
学校教育課

令和３年度 教職員健康
診断業務委託

令和3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）

6,089,534円

 多忙な教職員が夏休みを使って精密検査等受診でき
るよう、夏休み前の短期間に集中して検診できる設備
を有す、市内医療機関３者に受託の可否を調査し、受
託可能と回答があった１者と契約したため【地方自治
法施行令第167条の２第１項第２号】

271
教育委員会事務局
学校教育課

令和３年度 教職員指定
年齢健診業務委託

令和3年5月11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）

4,988,720円

 多忙な教職員が夏休みを使って精密検査等受診でき
るよう、夏休み前の短期間に集中して検診できる設備
を有す、市内医療機関３者に受託の可否を調査し、受
託可能と回答があった１者と契約したため【地方自治
法施行令第167条の２第１項第２号】



272
教育委員会事務局
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3年4月1日

富士通リース 株式
会社 静岡支店
静岡県静岡市駿河区
南町18-1

9,758,650円

 平成27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、既存
の機器を整理し、機器の更新の入札・契約を行うまで
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業者と契約する必要が
あるため【地方自治法施行令第167条の2第1項第2

273
教育委員会事務局
文化振興課

令和3度 帯笑園管理・
案内業務委託

令和3年4月1日
帯笑園保存会
沼津市原1730-4

2,252,250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】

274
教育委員会事務局
文化振興課

令和3年度 ⾧浜城跡便
益施設等管理業務委託

令和3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１７
４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】

275
教育委員会事務局
文化振興課

令和3年度 松城家住宅
保存修理工事設計監理業
務委託

令和3年4月1日

公益財団法人 文化
財建造物保存技術協
会
東京都荒川区西日暮
里2-32-15

51,568,000円

補助事業で文化財建造物を修理する場合は、文化庁の
承認を受けた主任技術者を使用しなければならないと
されており、⾧期にわたる継続的工事において当初か
ら専任の主任技術者を常駐させて一貫した監理ができ
る唯一の業者であるため。【地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号】

276
教育委員会事務局
文化振興課

第48回沼津市芸術祭事業
委託

令和3年4月12日
沼津文化協会
沼津市本字下一丁田
900-1

5,935,000円

沼津市内の文化団体の連合組織として平成5年に発足し
た沼津文化協会は、市内の文化団体を網羅した市内唯
一の文化団体であり、市民の手による芸術祭を開催で
きる団体は他にない為。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



277
教育委員会事務局
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3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

2,920,500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】

278
教育委員会事務局
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3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】

279
教育委員会事務局
図書館

沼津市立図書館
閲覧用図書(一般)

令和3年4月1日

株式会社
マルサン書店
沼津市大手町5-3-
13

1,688,131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】

280
教育委員会事務局
図書館

沼津市立図書館
閲覧用図書(一般)

令和3年5月1日
株式会社
マルサン書店沼津市
大手町5-3-13

1,212,168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】

281
教育委員会
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
ンツ使用契約

令和3年4月1日
株式会社
図書館流通センター

1,320,000円

電子図書館サービスを取り扱っている本市の登録業者
は、株式会社図書館流通センター１者であることや、
他者にはないサービスを提供できることなどから、本
事業者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】


