
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 市民課
沼津市斎場火葬炉保守

点検業務委託
令和2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】

2 市民課
沼津市斎場エレベー

ター保守点検業務委託
令和2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

1,189,320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】

3 市民課
沼津市斎場火葬業務委

託
令和2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

29,997,000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】

4 市民課
証明書等自動交付サー

ビス契約
令和2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

1,039,896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】

令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

5 国民健康保険課 沼津市特定健康診査等委託 令和2年5月15日

一般社団法人

沼津医師会

静岡県沼津市八幡

町82番地

126,077,812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】

6 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2年5月29日

沼津市立病院

沼津市東椎路春ノ

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】

7 国民健康保険課

令和２年度健康管理システ

ム（健康診査）改修業務委

託

令和2年6月9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

1,034,000円

現在使用している健康管理システムの設計・開発・構

築に関する情報を唯一持つ市内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】

8 国民健康保険課

国民健康保険システム改修

（被保険者証・高齢受給者

証一体化対応）業務委託

令和2年4月30日

富士通株式会社静

岡東部支店

静岡県沼津市大手

町3-8-25

4,207,500円

県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】

9 国民健康保険課

令和２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2年5月25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長沢

762-1

1,240,000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】
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10 国民健康保険課

令和２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2年5月25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

2,920,000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】

11 国民健康保険課
令和２年度沼津市脳ドック

検査業務委託（西島病院）
令和2年5月25日

医療法人社団親和会西

島病院2835-7
5,160,000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】

12 国民健康保険課

令和２年度沼津市脳ドック

検査業務委託（沼津市立病

院）

令和2年5月25日

沼津市立病院

沼津市東椎路春ノ

木550

2,920,000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】

13 国民健康保険課

令和２年度沼津市脳ドック

検査業務委託（裾野赤十字

病院）

令和2年5月25日

裾野赤十字病院

静岡県裾野市佐野

713

1,880,000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】

14 国民健康保険課

令和２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2年5月25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

1,440,000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】
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15 国民健康保険課

令和２年度沼津市人間ドッ

ク検査業務委託（沼津市立

病院）

令和2年6月1日

沼津市立病院

沼津市東椎路春ノ

木550

1,100,000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】

16 国民健康保険課

令和２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2年6月1日

御成橋栄クリニッ

ク

静岡県沼津市八幡

町29-1

1,310,000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】

17 国民健康保険課

令和２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2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

7,320,000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】

18 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2年5月8日

株式会社耕文社

静岡県沼津市西沢田

1288-3

5,154,600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】

19 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2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

1,082,400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。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。

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】
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20 健康づくり課 救急医療業務委託 令和2年4月1日

一般社団法人　沼津医

師会

静岡県沼津市八幡町82

番地

80,257,530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。沼津市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。

本組織は、救急医療の提供体制を円滑かつ確実に確保・実施

するにあたり、2市2町の医師を取りまとめることのできる唯

一の組織であるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

21 健康づくり課 歯科救急医療業務委託 令和2年4月1日

一般社団法人　沼津市

歯科医師会

静岡県沼津市末広町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にあたり、本組織

は本市所在の歯科医を一元的に取りまとめ調整することので

きる唯一の組織であるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

22 健康づくり課 産婦健康診査委託 令和2年4月1日

一般社団法人　静岡県

医師会

静岡県静岡市駿河区南

町11-1　静銀・中京銀

静岡駅南ビル4階

9,575,000円

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】
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23 健康づくり課
新生児聴覚スクリーニ

ング検査委託
令和2年4月1日

一般社団法人　静岡県

医師会

静岡県静岡市駿河区南

町11-1　静銀・中京銀

静岡駅南ビル4階

3,660,000円

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】

24 健康づくり課 妊婦健康診査委託 令和2年4月1日

一般社団法人　静岡県

医師会

静岡県静岡市駿河区南

町11-1　静銀・中京銀

静岡駅南ビル4階

96,892,023円

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】

25 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2年4月1日

一般社団法人　静岡県

医師会

静岡県静岡市駿河区南

町11-1　静銀・中京銀

静岡駅南ビル4階

16,395,840円

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】

26 健康づくり課 定期予防接種委託 令和2年4月1日

一般社団法人　沼津医

師会

静岡県沼津市八幡町82

番地

283,541,900円

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】
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27 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2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

39,441,600円

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】

28 健康づくり課 乳児健康診査委託 令和2年4月1日

一般社団法人　静岡県

医師会

静岡県静岡市駿河区南

町11-1　静銀・中京銀

静岡駅南ビル4階

14,365,120円

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】

29 健康づくり課

沼津市妊婦歯科健康診

査委託（一般社団法人

沼津市歯科医師会）

令和2年4月1日

一般社団法人　沼津市

歯科医師会

静岡県沼津市末広町82

番地

1,750,000円

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】

30 健康づくり課
令和２年度健康管理シ

ステム改修業務委託
令和2年4月10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

1,298,000円

本業者は健康管理システム（TIARA）の導入事業者であり設

計・開発・構築に関する情報をもつ、唯一の市内業者であ

る。また、本市のシステム環境に合わせた独自の設計と構築

を行っていることから、システム仕様は秘密情報となり、他

の業者に内容を開示することは情報漏えいの危険性があるた

め。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

31 健康づくり課
令和2年度特定健診・

がん検診のご案内印刷
令和2年4月15日

株式会社　耕文社

静岡県沼津市西沢田

1288-3

2,091,976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2

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】

32 健康づくり課

令和２年度沼津市健康

増進計画等策定支援業

務委託

令和2年5月1日

株式会社　サーベイリ

サーチセンター　静岡

事務所

静岡県静岡市葵区追手

町8番1号

3,078,900円

「第2次沼津市健康増進計画」「第2次沼津市歯科口腔保健計

画」「第3次沼津市食育推進計画」の策定を支援する業務であ

り、豊富な経験と高い専門性を要するため、プロポーザル方

式を採用し、業者を選定したため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

33 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2年5月15日

一般社団法人　沼津医

師会

静岡県沼津市八幡町82

番地

494,708,195円
沼津市健康増進事業実施要項第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】

34 健康づくり課
沼津市特定健康診査等

委託（沼津医師会）
令和2年5月15日

一般社団法人　沼津医

師会

静岡県沼津市八幡町82

番地

137,433,972円

沼津市特定健康診査等健診事業実施要項第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】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

35 健康づくり課

令和２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2年6月12日

株式会社　耕文社

静岡県沼津市西沢田

1288-3

1,543,080円

インフルエンザ予防接種の実施にあたり、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

などを周知する必要があることから、「インフルエンザ予防

接種についてのお知らせ」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】

36 社会福祉課

令和２年度沼津市生活

困窮者自立相談支援事

業業務委託

令和2年4月1日

特定非営利活動法人

青少年就労支援

ネットワーク静岡

静岡市駿河区八幡

１丁目２番17-2

白鳥労働事務所内

16,177,000円

　本事業の受託者は、生活困窮者自立支援法及び同法に基づ

く各支援制度や地域の経済状況等への理解、実績や資格を有

する支援員の適切な配置、関係機関と連携がとれる体制等が

求められ、本事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施する

ことができる者でなければならなず、生活困窮者の多様で複

合的な問題を的確に捉え、解決に導くノウハウをもった者で

なければならないため、価格による競争は適さない。そのた

め、プロポーザルにより選定した契約候補者と随意契約して

いる。【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

37 社会福祉課

令和２年度沼津市生活

困窮世帯学習支援事業

業務委託

令和2年4月1日

株式会社東海道シ

グマ

沼津市大手町

2-4-1

9,456,964円

　本事業の受託者は、生活保護制度及び生活困窮者自立支援

制度への理解、実績・経験がある教育支援員の適切な配置、

関係機関と連携がとれる体制、保護者への適切な配慮や助言

をすることなどが求められる。様々な問題を抱え複雑な環境

にあることの多い生活保護受有世帯・生活困窮世帯のその背

景に配慮しつつ、高校進学等の子どもの将来に有益な効果を

もたらす質の高いサービスが必要であり、本事業を適切、公

正、中立かつ効果的に実施することができる者でなければな

らないため、価格による競争は適さない。そのため、プロ

ポーザルにより選定した契約候補者と随意契約している。

【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（市民福祉部）

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

38 社会福祉課

沼津市生活困窮者等就

労準備支援事業業務委

託業務委託

令和2年4月1日

株式会社東海道シ

グマ

沼津市大手町

2-4-1

8,092,920円

　本事業の受託者は、生活保護制度及び生活困窮者自立支援

制度への理解、実績・経験がある就労支援員の適切な配置、

関係機関と連携がとれる体制等が求められ、本事業を適切、

公正、中立かつ効果的に実施することができる者でなければ

ならないため、価格による競争は適さない。そのため、プロ

ポーザルにより選定した契約候補者と随意契約している。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

39 社会福祉課
第４次沼津市地域福祉

計画策定支援業務委託
令和2年4月1日

株式会社サーベイ

リサーチセンター

静岡事務所

静岡市葵区追手町

8-1

3,235,100円

契約の相手方には、福祉計画の策定に関する十分な経験とノ

ウハウを持ち、本市の現状と課題を正確に把握・分析し、目

指すべき将来像を明確化する能力や会議等の運営に際し、的

確なアドバイスをするための福祉に関する幅広い知識と調整

能力が求められることから、プロポーザル方式により契約候

補者を選定した。【地方自治法施行令第167条の２第1項第2

号】

40 社会福祉課
令和２年度沼津市市民

後見推進事業業務委託
令和2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

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、などの理由により随意契約することとした。

【地方自治法施行令第167条の２第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

41 子育て支援課

令和２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2年4月1日

社）鷹の羽会　愛

鷹保育園

静岡県沼津市西椎

路608

8,152,000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】

42 子育て支援課

令和２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2年4月1日

社）橘会　認定こ

ども園片浜桜

静岡県沼津市今沢

680-4

8,152,000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】

43 子育て支援課

令和２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2年4月1日

社）羊之舎恵愛会

恵愛保育園

静岡県沼津市吉田

町4-10

8,152,000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】

44 子育て支援課

令和２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2年4月1日

社）駿河厚生会

丘の上保育園

静岡県沼津市大岡

4075-4

4,011,000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】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

45 子育て支援課

令和２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2年4月1日

社）信愛会　しん

あい保育園

静岡県沼津市下香

貫宮原276-1

4,011,000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】

46 子育て支援課
沼津市放課後児童クラ

ブ運営事業委託
令和2年4月1日

沼津市放課後児童クラ

ブ連絡協議会

静岡県沼津市御幸町

16-1沼津市役所子育て

支援課内

258,656,000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】

47 こども家庭課

令和２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2年5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

4,850,000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】

48 こども家庭課

令和２年度児童手当シ

ステム子育て世帯への

臨時特別給付金対応業

務委託

令和2年6月15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

3,190,000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】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

49 長寿福祉課

令和2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2年4月1日

社会福祉法人春風会

沼津市東椎路１７４２

－１

27,139,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】

50 長寿福祉課

令和2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2年4月1日

社会福祉法人春風会

沼津市東椎路１７４２

－１

21,624,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】

51 長寿福祉課

令和2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2年4月1日

社会福祉法人春風会

沼津市東椎路１７４２

－１

24,778,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】

52 長寿福祉課

令和2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2年4月1日

社会福祉法人炉暖の会

沼津市足高字尾上２４

－２４

25,250,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

53 長寿福祉課

令和2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2年4月1日

社会福祉法人駿河厚生

会

沼津市大岡３５７１－

１

23,304,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】

54 長寿福祉課

令和2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2年4月1日

社会福祉法人真養会

沼津市大手町３－７－

１

22,584,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】

55 長寿福祉課

令和2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2年4月1日

社会福祉法人真養会

沼津市大手町３－７－

１

24,772,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】

56 長寿福祉課

令和2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2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１－１

５

22,390,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】

57 長寿福祉課

令和2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2年4月1日

社会福祉法人信愛会

沼津市中瀬町１７－１

１

24,714,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

58 長寿福祉課

令和2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2年4月1日

社会福祉法人信愛会

沼津市中瀬町１７－１

１

22,987,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】

59 長寿福祉課

令和2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2年4月1日
社会福祉法人三保会

沼津市内浦重須６２４
29,300,000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

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】

60 長寿福祉課
令和２年度沼津市生活支

援体制整備事業業務委託
令和2年4月1日

（福）沼津市社会福

祉協議会

沼津市日の出町１－

１５

25,200,000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である

ため。

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。

【地方自治体施行令第167条の２第1項第2号】

61 介護保険課
令和２年度配食サービス

事業業務委託
令和2年4月1日

株式会社　ａｇｅ－Ａ

ｇｅｃｏｒｐｏｒａｔ

ｉｏｎ

静岡県駿東郡清水町伏

見２７６－１

9,800,100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】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

62 介護保険課
令和２年度配食サービス

事業業務委託
令和2年4月1日

まごころ弁当　沼津店

静岡県沼津市東椎路６

０３－１

8,500,480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】

63 介護保険課
令和２年度配食サービス

事業業務委託
令和2年4月1日

社会福祉法人　信愛会

静岡県沼津市中瀬町１

７番１１号

2,300,280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】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

64 介護保険課
家族介護用品支給事業の

実施に関する契約
令和2年4月1日

ＷｅＬＳ株式会社

静岡県沼津市若葉町１

－５６

1,000,000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】

65 介護保険課
家族介護用品支給事業の

実施に関する契約
令和2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

21,600,000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】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

66 介護保険課
家族介護用品支給事業の

実施に関する契約
令和2年4月1日

水口薬店

静岡県沼津市戸田３８

８－１

1,400,000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】

67 介護保険課
家族介護用品支給事業の

実施に関する契約
令和2年4月1日

株式会社　東海医療器

械

静岡県沼津市大岡９０

１－３

3,000,000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】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

68 介護保険課
家族介護用品支給事業の

実施に関する契約
令和2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

10,000,000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】

69 介護保険課
家族介護用品支給事業の

実施に関する契約
令和2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

4,500,000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】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

70 介護保険課

令和２年度介護保険シス

テム(データ標準レイアウ

ト改版）改修業務委託

令和2年4月20日

富士通　株式会社　静

岡東部支店

静岡県沼津市大手町３

－８－２５

6,600,000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】

71 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2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       

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

72 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2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

4,984,000       

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

73 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2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

6,648,000       

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。

【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（市民福祉部）

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

74 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2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

6,648,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

75 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2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

6,648,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

76 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2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

８２８－３

6,648,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

77 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2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

6,648,000     

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。

【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（市民福祉部）

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

78 障害福祉課

沼津市障害児（者）ラ

イフサポート事業業務

委託(沼津虹の家分）

令和2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

1,567,200     

障害者（児）ライフサポート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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

79 障害福祉課
「ぬまづ広報室」手話

挿入編集業務委託
令和2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     

当番組の制作が可能な唯一の市内業者であるた

め。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

80 障害福祉課

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2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１４

４

3,912,500     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

81 障害福祉課

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2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     

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。

【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（市民福祉部）

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

82 障害福祉課

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2年4月1日

株式会社　ａｇｅ－

Ａｇｅｃｏｒｐｏｒ

ａｔｉｏｎ

駿東郡清水町伏見

276-1

1,160,000     

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。【地方自治法施行令第167条の2第1項第2

号】

83 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2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１１７

－３ 橘ストークス１階

7,200,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

84 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2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

1,200,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

85 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2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   

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。

【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（市民福祉部）

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

86 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2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     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

87 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2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

2,000,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

88 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

（ライフサポートはる

分）

令和2年4月1日

一般社団法人ライフ

サポートはる

駿東郡清水町徳倉

1889-2　マンショ

ン名倉106号

1,270,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

89 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

（沼津市社会福祉協議会

分）

令和2年4月1日

社会福祉法人　沼津

市社会福祉協議会

（ヘルパー）

沼津市常盤町１－１

９－１

1,000,000     

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。

【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（市民福祉部）

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

90 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2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

1,213,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

91 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2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

11,360,000   

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

92 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

（沼津のぞみの里分）

令和2年4月1日

社会福祉法人　輝望

会　（沼津のぞみの

里）

沼津市西椎路６５９

－２

1,000,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

93 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2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

5,679,400     

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。

【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（市民福祉部）

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

94 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2年4月1日

社会福祉法人　輝

望会

沼津市我入道蔓

陀ヶ原５０９－２

3,558,400     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

95 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2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

1,000,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

96 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2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

3,715,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

97 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2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     

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。

【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（市民福祉部）

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

98 障害福祉課

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2年4月1日

株式会社　ツクイ

沼津市原町中２－

１４－２４

1,950,000     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

99 障害福祉課
障害介護給付費支払手

数料
令和2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

2,444,925     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

100 障害福祉課
重度障害者医療支払手

数料
令和2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

3,755,808     

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。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

101 障害福祉課
重度障害者医療機関事

務手数料
令和2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

8,405,856     

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。【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（市民福祉部）

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 市民課
沼津市斎場火葬炉設備

修繕
令和2年7月20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

2,504,920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】

2 国民健康保険課

オンライン資格確認対

応国民健康保険システ

ム改修業務委託

令和2年7月17日

富士通株式会社

静岡東部支店

静岡県沼津市大手

町3-8-25

9,130,000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】

3 国民健康保険課

令和2年度第2期沼津市国民健康

保険データヘルス計画及び第3

期沼津市国民健康保険特定健康

診査等実施計画中間評価業務委

託

令和2年7月29日

株式会社

ニチイ学館

東京都千代田区神

田駿河台2-9

2,805,000円

平成30年３月に策定した「第２期国民健康保険データヘルス

計画」及び「第３期特定健康診査等実施計画」策定時の事業

者であり、計画策定時と同一の特許技術を含む分析技術、手

法、指標を保有す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】

4 国民健康保険課

沼津市国民健康保険

早期介入健診事業業務

委託

令和2年8月25日

KDDI株式会社パー

トナービジネス開発

部

東京都千代田区飯田

橋3-10-10

5,185,925円

本事業に必要とされる仕様（・郵送型検査キットの活用・沼

津市独自の健康に関するニュース配信・検査結果のWEB上で

の管理、経年結果の表示など１１項目）をすべて満たす事業

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】

5 健康づくり課

令和2年度健康管理シ

ステム（予防接種）改

修業務委託

令和2年7月10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

1,991,000円

本業者は、健康管理システム（TIARA）の導入事業者であり

設計・開発・構築に関する情報をもつ、唯一の市内業者であ

る。また、本市のシステム環境に合わせた独自の設計と構築

を行っていることから、システム仕様は秘密情報となり、他

の業者に内容を開示することは情報漏えいの危険性があるた

め。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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 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2年8月7日

JA静岡厚生連リハビリ

テーション　中伊豆温

泉病院

静岡県伊豆市上白岩

1000

3,218,304円

市内各所を巡回し、がん検診と同時に集団健診を実施するた

めには、巡回検診車をもつ医療機関であることが必須であ

る。さらに、本医療機関は各所の受診人数に関わらず、巡回

健診が実施できる、あらかじめ予約することなく受診でき

る、結果管理も含めて実施しており、経年的結果の提供がで

きる、結果説明会や保健指導まで一連の流れに対応している

という条件を満たす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】

7 健康づくり課

沼津地域外来・検査セ

ンター　新型コロナウ

イルス感染症危険補償

型傷害保険

令和2年8月28日

静岡県医師協同組合

静岡県静岡市葵区鷹匠

3-6-3

2,160,480円

・沼津地域外来・検査センターは静岡県が静岡県結核予防会

に委託し、静岡県結核予防会から沼津市に委託され運営する

ものであり、医療従事者の傷害補償等の保険料については、

委託料の対象経費に含まれる。なお、この委託料に含まれる

保険料の上限単価については、県通知にて静岡県医師協同組

合が取扱う保険を参考に示されているところである。

・新型コロナウイルス感染症危険補償型障害保険について

は、地域外来・検査センター業務に従事する医師・看護師・

事務職員の傷害保険であり、その業務の特殊性から、県が静

岡県医師協同組合との協議の上、静岡県医師協同組合が保険

会社と内容等を検討し独自に設計した保険を県内受託市町等

に示しているものであることから、当該保険に加入するもの

である。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

8 健康づくり課

令和2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2年9月1日

公益財団法人　静岡県

結核予防会

静岡県静岡市葵区南瀬

名町6番20号

1,452,000円

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】



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

9 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2年9月1日

JA静岡厚生連リハビリ

テーション　中伊豆温

泉病院

静岡県伊豆市上白岩

1000

2,872,568円

市内各所を巡回し、集団健診を実施するために、巡回検診車

をもつ医療機関が必須である。さらに、本医療機関はあらか

じめ委託料単価を設定できる、各所の受診人数に関わらず、

巡回検診車を配車できる、あらかじめ予約する必要なく受診

できるという条件を満たす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】

10 健康づくり課
沼津地域外来・検査セ

ンター運営業務委託
令和2年9月4日

一般社団法人　沼津医

師会

静岡県沼津市八幡町82

番地

5,879,720円

地PCRセンター運営業務は、行政検査という枠組みの中で、

検査を行う医師、看護師の派遣だけでなく、地域医療機関や

保健所との連携が不可欠である。本組織は、市内の医療機関

が多く所属し、地域医療機関との連携を図ることができる唯

一の組織のため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

11 子育て支援課
沼津市立金岡保育所給

食調理等業務委託
令和2年8月3日

株式会社　魚国総本

社　名古屋本部

知県刈谷市東新町5-

188

88,074,228円

高度な知識・専門的な技術や創造性、構成力などが要求され

る業務であるためプロポーザルにより事業者を選定。

【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

12 こども家庭課

令和２年度児童扶養手

当システムひとり親世

帯臨時特別給付金対応

業務委託

令和2年8月14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

3,850,000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】



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 健康づくり課
インフルエンザ予防接

種委託
令和2年10月1日

一般社団法人　沼津医

師会

静岡県沼津市八幡町

82番地

単価契約

自己負担有3,200円

自己負担無4,400円

想定額

120,810,000円

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、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】

2 健康づくり課
インフルエンザ予防接

種委託
令和2年10月1日

一般社団法人　三島市

医師会

静岡県三島市南本町4

番31号

単価契約

自己負担有3,200円

自己負担無4,400円

想定額

2,953,200円

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、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】

3 健康づくり課
インフルエンザ予防接

種委託
令和2年10月1日

一般社団法人　田方医

師会

静岡県伊豆の国市田京

291番地3

単価契約

自己負担有3,200円

自己負担無4,400円

想定額

2,815,600円

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、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】

令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）



令和２年度　随意契約一覧表（市民福祉部）

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

4 健康づくり課
インフルエンザ予防接

種委託
令和2年10月1日

医療法人社団　秀博会

大岡マサキクリニック

静岡県沼津市大岡863

－6 ツインヒルズ1階

単価契約

自己負担有3,200円

自己負担無4,400円

想定額

1,392,400円

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るため、個別に契約を

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】

5 健康づくり課
インフルエンザ予防接

種委託
令和2年10月1日

医療法人社団　静岡健

生会　米山町クリニッ

ク

静岡県沼津市米山町

12番30号

単価契約

自己負担有3,200円

自己負担無4,400円

想定額

1,142,000円

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るため、個別に契約を

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】

6 社会福祉課

サンウェルぬまづ　ガ

スタービン発電設備修

繕

令和2年11月16日

株式会社カワサキマシ

ンシステムズ　統括本

部ガスタービンサービ

ス本部　中部事業所

愛知県知立市東上重原

5-21

14,927,000円

ガスタービン発電設備付属の補機類と制御盤内の点検

及び部品交換については、製造メーカーの独自の構

造、技術によって構成された設備であり、契約相手方

でなければ正常に機能制御・運用することが困難な設

備であるため。

【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 市民課
住民基本台帳システム
等改修（国外転出者対
応）業務委託

令和3年1月12日

富士通 株式会社 静
岡東部支店
静岡県沼津市大手町3-
8-25

4,400,000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
い住民基本台帳システムを、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】

2 市民課
戸籍附票ネットワーク
システム等改修（国外
転出者対応）業務委託

令和3年1月12日

富士通 株式会社 静
岡東部支店
静岡県沼津市大手町3-
8-25

6,698,000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
い戸籍附票ネットワークシステムを、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】

3 市民課
戸籍システム改修（戸
籍ネットワーク対応）
業務委託

令和3年1月12日

富士通 株式会社 静
岡東部支店
静岡県沼津市大手町3-
8-25

4,127,000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】

4 国民健康保険課
後期高齢者医療システ
ム改修（令和３年度制
度改正対応）業務委託

令和3年3月19日

富士通 株式会社 静
岡東部支店
静岡県沼津市大手町3-
8-25

5,500,000円

本システム改修を迅速で正確かつ安全に行うには、本システ
ムの構造、使用等、本市独自仕様のカスタマイズ内容につい
て熟知していることが必須条件となり、システムの根幹に係
る仕様は他社向けには公開されておらず、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]

令和２年度 随意契約一覧表（市民福祉部）



令和２年度 随意契約一覧表（市民福祉部）

1-3月分

5 健康づくり課
令和２年度 健康管理
システム改修業務委託

令和3年2月12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

2,750,000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】

6 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
２年度）

令和3年3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

15,349,400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】

7 健康づくり課

令和２年度健康管理シ
ステム（被保険者証番
号枝番追加）改修業務
委託

令和3年3月11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

1,760,000円

本業者は健康管理システムの設計・開発・構築に関する情報
を持つ唯一の市内業者であり、他社への情報公開は行ってい
ない。また、国保システムなどとのシステム間連携におい
て、環境に合わせた独自の設計と構築を行っているため、シ
ステム仕様は秘密情報となり、他業者に内容を開示すること
は情報漏洩の危険性があるため。
【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

8 社会福祉課
令和３年度沼津市生活
困窮者自立相談支援事
業業務委託

令和3年3月23日

株式会社東海道シ
グマ
沼津市大手町
2-4-1

58,497,120円

 本事業の受託者は、生活困窮者自立支援法及び同法に基づ
く各支援制度や地域の経済状況等への理解、実績や資格を有
する支援員の適切な配置、関係機関と連携がとれる体制等が
求められ、本事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施する
ことができる者でなければならなず、生活困窮者の多様で複
合的な問題を的確に捉え、解決に導くノウハウをもった者で
なければならないため、価格による競争は適さない。そのた
め、プロポーザルにより選定した契約候補者と随意契約して
いる。【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（市民福祉部）

1-3月分

9 介護保険課

令和２年度介護認定審
査会システム（介護報
酬改定等）改修業務委
託

2021年1月20日

富士通 株式会社 静
岡東部支店
静岡県沼津市大手町3-
8-25

2,145,000円

・介護保険制度改正に伴い、介護保険システムに係るDBテー
ブルの項目追加や画面表示の追加等、所要の機能追加は、現
行の介護保険システムの内部設計・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れるため、シ
ステムの開発元でなければならない。
・パッケージ及びパッケージ運用は業務におけるノウハウの
集積となっており、開発元はパートナー契約を締結している
会社に一部情報公開しているものの、パッケージの根幹に関
する部分については情報公開をしていないため、開発元でな
ければならない。
 以上のことから同システムの設計・開発元である富士通株
式会社静岡東部支店と地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号により予算の範囲内で随意契約としたい。

10 介護保険課
令和２年度介護保険シ
ステム(介護報酬改定
等）改修業務委託

令和3年1月20日

富士通 株式会社 静
岡東部支店
静岡県沼津市大手町3-
8-25

8,470,000円

・介護保険制度改正に伴い、介護認定審査システムに係るDB
テーブルの項目追加や画面表示の追加等、所要の機能追加
は、現行の介護認定審査システムの内部設計・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れ
るため、システムの開発元でなければならない。
・パッケージ及びパッケージ運用は業務におけるノウハウの
集積となっており、開発元はパートナー契約を締結している
会社に一部情報公開しているものの、パッケージの根幹に関
する部分については情報公開をしていないため、開発元でな
ければならない。
 以上のことから同システムの設計・開発元である富士通株
式会社静岡東部支店と地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号により予算の範囲内で随意契約としたい。


