
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 商工振興課

令和２年度沼津市

Ｕ・Ｉ・Ｊターン就

職推進事業業務委託

令和2年4月3日

㈱東海道シグマ

静岡県沼津市大

手町2-4-1

4,672,800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】

2 観光戦略課

令和２年度　沼津市ふ

るさと納税寄附金受付

等業務委託（さとい

こ）

令和2年4月1日

株式会社ＲＯＯＴｓ

東京都港区赤坂５丁目

３番１号

5,760,000    

契約の相手方が運営する、ふるさと納税寄附サイト「さとい

こ」の利用に関する契約であり、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】

3 観光戦略課

令和２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2年4月1日

株式会社トラストバン

ク

東京都目黒区青葉台三

丁目６番２８号

10,642,065   

契約の相手方が運営する、ふるさと納税寄附サイト「ふるさ

とチョイス」の利用に関する契約であり、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】

4 観光戦略課

令和２年度　沼津市ふる

さと納税寄附金受付等業

務委託に係る報償金（ふ

るぽ・ふるさとチョイ

ス）

令和2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

64,880,000   

契約の相手方が運営する、ふるさと納税寄附サイト「ふる

ぽ」の利用に関する契約であること、契約相手は「ふるさと

チョイス」の提携企業でありサイト間の連携が取れ、また、

ポイント制を利用できるといった特徴を利用する契約であ

り、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】

5 観光戦略課

令和２年度　沼津市ふ

るさと納税寄附金受付

等業務委託（さとふ

る）

令和2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

77,522,000   

契約の相手方が運営する、ふるさと納税寄附サイト「さとふ

る」の利用に関する契約であり、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】

令和２年度　随意契約一覧表（産業振興部）



令和２年度　随意契約一覧表（産業振興部）

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 観光戦略課
令和２年度観光案内業

務委託
令和2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   

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、観光客等の利便性を高めることである。

このため、沼津市街地中心部をはじめとした、市内の最新の観光情

報やイベント開催情報を取得しておくことが重要であり、観光関係

団体と恒常的に情報交換を行っている必要がある。

本業務の遂行にあたり、観光情報を提供する窓口・電話対応の業務

が必要であることから、主要集客スポットに事務所機能を有してい

る団体が担う必要がある。

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は、宿泊関

係、飲食関係などの観光事業者や団体を所属会員としており、上記

諸条件に最も高い親和性をもって対応できることから、より高い効

果が期待できる。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

7 観光戦略課
令和２年度三浦地区観

光案内業務委託
令和2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    

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、観光客等の利便性を高めることである。

このため、三浦地区を中心とした、市内の最新の観光情報やイベン

ト開催情報を取得しておくことが重要であり、観光関係団体と恒常

的に情報交換を行っている必要がある。

本業務の遂行にあたり、観光情報を提供する窓口・電話対応の業務

が必要であることから、主要な集客スポットに事務所機能を有して

いる団体が担う必要がある。

昨年度の受託者である三浦地区観光農漁業振興協議会は、宿泊関

係、飲食関係などの観光事業者や団体を所属会員としており、上記

諸条件に最も高い親和性をもって対応できることから、より高い効

果が期待できる。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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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 観光戦略課
令和２年度戸田地区観

光案内業務委託
令和2年4月1日

戸田観光協会

静岡県沼津市戸田２８

９－１２

2,072,294    

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、観光客等の利便性を高めることである。

このため、戸田地区を中心とした、市内の最新の観光情報やイベン

ト開催情報を取得しておくことが重要であり、観光関係団体と恒常

的に情報交換を行っている必要がある。

本業務の遂行にあたり、観光情報を提供する窓口・電話対応の業務

が必要であることから、主要な集客スポットに事務所機能を有して

いる団体が担う必要がある。

昨年度の受託者である戸田観光協会は、宿泊関係、飲食関係などの

観光事業者や団体を所属会員としており、上記諸条件に最も高い親

和性をもって対応できることから、より高い効果が期待できる。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

9 観光戦略課

令和２年度フィルムコ

ミッション事業啓発支

援業務委託

令和2年4月1日

ハリプロ映像協会

静岡県沼津市上香貫宮

原１５０３

1,500,000    

フィルムコミッション事業を実施するにあたり、市内で唯

一、エキストラの手配やロケの対応が可能な団体のため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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４－６月分
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10 観光戦略課

令和２年度沼津市首都

圏向け広報・営業等業

務委託

令和2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

6,045,405    

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。

主な実績として、これまでツアーを受け入れていない皇室ゆかりの

大中寺の特別拝観を目玉としたツアーの造成や、沼津御用邸に縁の

深い文筆家の白洲信哉氏（沼津御用邸の造営に影響を与えた川村純

義伯爵の玄孫）と沼津市長の特別対談を企画し、当日の様子を含ん

だ動画により、首都圏向けに発信を行ったことがある。また、首都

圏向けのプレスリリースにより、多数のネットメディアを中心に情

報が拡散されるなど、これまでの本市には例の無い形で情報発信が

行われた。

全国でもあまり例がない本業務としては、以上の実績から一定の成

果が得られ、引き続き㈱ポニーキャニオンが実施することで、造成

したツアーの各旅行会社での実施や、白洲信哉氏との連携による、

さらなる沼津御用邸記念公園の知名度アップなどの効果が見込まれ

る。

さらには、従事するスタッフと営業相手との関係が重要であるた

め、営業活動の継続により、大きな成果を上げられる可能性が高ま

ること。

首都圏での継続的な営業活動や情報発信により得た、外部目線によ

る本市の強みや弱みなどを踏まえた活動ができ、より成果が期待で

きること。

以上のことから、継続的に業務を実施することで大きな効果が期待

できる。【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

11 観光戦略課

ふるさと納税指定代理

納付手数料

（Visa/Master分）

令和2年4月1日

スルガカード株式会社

東京都中央区日本橋室

町１丁目７番１号

1,107,200    

ふるさと納税寄附サイト「ふるさとチョイス」の運営会社の

指定であり、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】



令和２年度　随意契約一覧表（産業振興部）

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 観光戦略課

令和２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委託

手数料（ふるさとチョイスマル

チペイメント分）

令和2年4月1日

株式会社トラストバン

ク

東京都目黒区青葉台三

丁目６番２８号

2,845,920    

契約の相手方が運営する、ふるさと納税寄附サイト「ふるさ

とチョイス」での決済手段の利用に関する契約であり、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】

13 観光戦略課

令和２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2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ー１５　２Ｆ

3,384,700    

本業務は、サーバー上に開設しているサイト構築に作成する

システム（CMS:コンテンツ・マネージメント・システム

等）の管理であり、そのサーバー及びシステムは株式会社ト

ラベルジップが所有するもので、他社が利用することはでき

ない。

ついては、サーバ及びサイトの管理・保守等を受託している

同社が有する設定ファイルに基づいて行わなければいけない

ことから、他社では本業務を行うことはできない。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

14 観光戦略課

コロナに負けるな！ふ

るさと観光発信プラン

掲載

令和2年6月15日

株式会社ＲＯＯＴｓ

東京都港区赤坂５－３

－１

3,850,000    

契約の相手方の広告プランへの利用であり、契約の相手方が

運営する、ふるさと納税サイトの返礼品を扱うなど著作権上

の制限があり、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】

15 観光戦略課

令和２年度　沼津市海

水浴場監視業務委託

（大瀬・御浜）

令和2年6月26日

共栄施設管理　株式会

社

静岡県沼津市千本中町

６

12,724,177   

海水浴場を開設するため監視業務委託の指名競争入札を実施

したが、コロナ禍における開設のため全指名業者が辞退した

ため、仕様変更を実施し、その結果を、再度、全指名業者に

連絡し、受注可否を確認したところ、唯一受託可能であった

ため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】
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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

16 農林農地課

令和２年度沼津市農地

基本台帳システム保守

業務委託

令和2年4月1日

国際航業株式会社

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

1,177,000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。

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る。

また、第三者が当システム利用をすることも制限されている。

【地方自治法施行令第167条の２第1項第2号】

17 農林農地課
令和2年度戸田饗の里

公園管理業務委託
令和2年4月1日

戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
1,126,400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】

18 農林農地課

令和２年度市有林造林

事業業務委託（植栽

等）

令和2年4月6日
戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
2,163,700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】
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19 農林農地課

令和２年度市有林造林

事業業務委託（皆伐

等）

令和2年4月15日
戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
5,886,100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】

20 農林農地課

令和２年度市有林造林

事業業務委託（木材搬

出事業）

令和2年4月16日
戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
12,033,876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】

21 農林農地課

令和２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2年4月27日

愛鷹山森林組合

沼津市大岡3634番地

の1

23,034,000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】



令和２年度　随意契約一覧表（産業振興部）

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
スポーツ交流推

進課

令和２年度 NUMAZU

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ静浦東運営

業務委託

令和2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

1,342,440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】

23
スポーツ交流推

進課

アスルクラロ沼津　令

和２年度ホームタウン

活動スポンサー料

令和2年6月16日

アスルクラロスルガ株

式会社

静岡県沼津市西熊堂

711-1

1,400,000円

アスルクラロ沼津が従来から実施するホームタウン活動及び

Ｊリーグ社会連携活動の社会的価値に協賛し、これを後押し

するためのスポンサー支援であるため。

【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（産業振興部）

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 商工振興課
令和２年度特定計量

器定期検査業務委託
令和2年7月1日

（一社）

静岡県計量協会

静岡市葵区牧ヶ谷

2078

2,029,522

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】

2 商工振興課

令和２年度沼津市ま

ちなか商業リブラン

ディング手法検討業

務委託

令和2年8月17日

㈱フェリシモ

兵庫県神戸市中央区

浪花町59

朝日ビル内

4,466,000円

事業実施にあたって、豊富な経験等、高い専門性と実績を重

視するものであることから、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】

3 観光戦略課
令和２年度水ペットボ

トル製造等業務委託
令和2年8月5日

小田原紙器工業株式会

社

神奈川県小田原市久野

１５０番地

29,998,080   

現地での打合せや沼津市までの配送コスト、品質の安全性、そして

短期間で４万本の納品が可能かという点を考慮し、「球体型ペット

ボトルの製造と飲料水の充填の双方を自社で行うことが可能である

近隣の事業者」を選定条件した結果、小田原紙器工業株式会社（神

奈川県小田原市久野150番地）が唯一該当する事業者であると判明し

た。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

4 観光戦略課

沼津市役所本庁舎にお

けるプロジェクション

マッピング制作等業務

委託

令和2年8月11日

株式会社電通東日本静

岡支社

静岡市葵区紺屋町１７

－１

13,670,000   

公募型プロポーザル方式による契約候補者の選定手続きを進め、令

和２年８月６日に本業務の契約候補者選定委員会を開催した結果、

株式会社電通東日本静岡支社が最も優れた企画提案を行ったと判断

し、契約候補者に選定した。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

5 観光戦略課

令和２年度　沼津市公

営温泉施設利用促進業

務委託

令和2年8月19日

呉竹荘＆サン共同事業体

代表構成員　株式会社

ＫＴＳオペレーション

静岡県沼津市上土町１０

０番地の１

4,455,000    

本契約の仕様書に記載されている業務が、指定管理者の業務範囲と

して業務仕様書に明記されていることから、本委託業務内容を遂行

できるのは、現行の「くるら戸田」指定管理者（指定管理期間：平

成31年４月１日～令和４年３月31日）である同共同事業体のみで

あったため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（産業振興部）

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

6 観光戦略課
沼津茶ティーバッグ制

作等業務委託
令和2年8月17日

カネトミ深沢製茶

静岡県沼津市井出７８

９

15,744,000   

入札を実施したが不調となり、再度入札に付した

が予定価格に達しなかったため、最低の価格の業

者と協議を行い契約を締結したため。【地方自治

法施行令第167条の2第1項第8号】

7 農林農地課

令和２年度戸田生活環

境保全林草刈り等業務

委託

令和2年7月15日
戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
2,794,000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】

8 農林農地課

令和２年度林道平戸洞

線他２路線森林管理業

務委託

令和2年7月15日
戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
1,166,000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】

9 水産海浜課
令和２年度　西浦漁港

堆積土砂撤去修繕工事
令和2年7月7日

(有)岸野組

沼津市西浦平沢200-

11

3,947,900円

西浦江梨大瀬地区で発生した土石流が海岸まで流出し土砂が

堆積した。速やかに堆積した土砂を撤去しないと、降雨によ

り土砂及び泥水が海へ流入することで、海の濁りが継続して

発生し、大瀬地区の基幹産業であるスキューバーダイビング

等の観光業への多大な影響が懸念され、早急に流出した土砂

を撤去する必要があったため。【地方自治法施行令第167条

の２第1項第5号】

10
スポーツ交流推

進課

愛鷹競技場・Ｊリーグ

基準適合検討他調査業

務委託

令和2年7月7日

株式会社大建設計東京

事務所

東京都品川区東五反田

5-10-8

4,114,000円

本業務は、平成29年度の愛鷹競技場改修検討業務委託の成果

を基に、更なる詳細検討を行うものである。また、業務中予

定している改修概算費用の算出は、できる限り早期に行う必

要がある。平成29年度、県営愛鷹広域公園多目的競技場の

J2ｽﾀｼﾞｱﾑ基準適合改修案の作成等業務委託を受託した事業者

へ業務委託することがコスト・効率面で明らかに優位であ

り、他に愛鷹競技場での同種業務経験者がいないため。【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 商工振興課

令和２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2年11月5日

Pay Pay㈱

東京都千代田区紀尾

井町1-3

152,679,600円

(想定金額)

※単価契約

本事業実施のため限度額を設定する必要があるが、複

数社での決算管理はできないため、一者と契約するこ

とになる。より多くの人に利用してもらうため、ユー

ザー数等を考慮の上決定するもの。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

2 商工振興課

令和２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2年11月11日

㈱SBSプロモーショ

ン

静岡市駿河区森下町

1-35

2,662,000円

事業実施にあたって、豊富な経験等、高い専門性と実

績を重視するものであることから、入札方式ではなく

プロポーザルにより契約を締結するもの。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

3 観光戦略課
沼津市地場産品PR

Yahoo!広告掲載
令和2年12月2日

ヤフー株式会社

東京都千代田区紀尾井

町１－３　東京ガーデ

ンテラス紀尾井町　紀

尾井タワー

1,100,000円

本市のPRをWEB広告を行うにあたり、媒体として選定しす

るもの。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

4 農林農地課

令和２年度　林道古宇

河内線潰地分筆登記業

務委託

令和2年11月2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

2,031,700円

分筆登記に関する特定の経験、知識を持つ有資格者であるこ

とが求められ、土地家屋調査士法第63条１項の趣旨を達成す

るために、契約検査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】

5 農林農地課

令和２年度市有林造林

事業業務委託（間伐

等）

令和2年10月21日
戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
6,075,300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】

令和２年度　随意契約一覧表（産業振興部）



令和２年度　随意契約一覧表（産業振興部）

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

6 農林農地課

令和２年度花粉発生源

対策促進事業業務委託

（皆伐等）

令和2年11月24日
戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
12,989,900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】

7 農林農地課

令和２年度　国立研究開発

法人森林研究・整備機構森

林整備センター分収造林事

業業務委託（小白沢）

令和2年12月23日
戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
1,016,400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】

8 水産海浜課

令和２年度　沼津市1

次産品流通実態及びブ

ランド化調査業務委託

令和2年12月4日

（株）流通研究所

神奈川県厚木市寿町1-

4-3-2

5,996,100円

豊富な地場産品を有効的に活用し、事業者支援及び農

水産事業における本市施策の将来性を検証するため、

実態調査能力に優れた者を委託事業者として選定する

必要があることから、プロポーザル方式による随意契

約を採用した。

【地方自治法施行令167条の２第１項第２号】

9 スポーツ交流推進課

令和２年度　アスルク

ラロ沼津ホームゲーム

沼津市マッチスポン

サー

令和2年11月13日

アスルクラロスルガ株

式会社

沼津市西熊堂711-1

1,000,000円

本件は、Ｊ３アスルクラロ沼津のホームゲーム１試合の盛り

上げとこれを通じた本市のＰＲを目的とするもので、Ｊリー

グ公式戦への冠スポンサー設定は主催者であるチーム運営会

社のみ可能であるため

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



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 観光戦略課
沼津市総合パンフレッ
ト中国語（簡体字）作
成業務委託

令和 3年 2月 2日
一般社団法人 富士山浪漫之
旅
静岡県沼津市米山町６－５
沼津商工会議所会館４Ｆ

¥1,914,000

パンフレットの効果的な活用を図るためには、その内容等を
中国人が認知し当市への興味を喚起する必要がある。このた
め、既存の中国人向けSNS（weibo）発信事業と連動し、本
パンフレットにweiboをリンク先を掲載するなど、中国人に
向けコロナ禍においても実施可能な情報提供を行っている。
以上のことから、SNS発信事業受託事業者と随意契約をした
もの。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

2 観光戦略課
英語版沼津観光ポータ
ル制作運営業務委託

令和 3年 2月16日

株式会社トラベルジッ
プ
東京都渋谷区広尾１－
４－１５ ２Ｆ

¥3,506,800

公募型プロポーザル方式による契約候補者の選定
後、随意契約

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

3 水産海浜課 修繕工事 令和3年2月25日
㈱土佐谷組

静岡県沼津市江浦15-
5

1,892,000円

 浮消波堤を係留しているアンカーチェーンが破断し、堤体
が不安定な状態となっており、二次災害や沈没等が懸念され
ることから、施設管理者として可及的速やかにそれらを防止
する措置を講ずることが求められる。また、海上による施工
となるため、その施工にあたっては作業船（台船）が不可欠
となる。
 早期に対応するためには、作業船（台船）を保有している
必要があることから、それを保有する業者に見積りを徴収し
た結果、最低価格を提示した（株）土佐谷組と随意契約する
ものである。
【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（産業振興部）


