地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約の契約結果調書
番号

契約名称

概 要

期 間

契約金額
（限度額）

契約相手方

令和元年度決算財務会計デー
タの分析・解析を行い、地方公
1,388,200円
鬼北町連結財務書
株式会社地域科学
1
会計統一モデルによる財務書 R2.4.1～Ｒ3.3.19
類作成サポート業務
研究所
類を作成にあたってのサポート
（500,000円）
業務
地方公会計財務書 地方公会計統一モデルによる
56,100円/月
株式会社地域科学
2 類作成システム利用 財務書類作成に使用するシス R2.4.1～Ｒ3.3.31
研究所
料
テム利用料
（500,000円）
770,000円
ふるさと納税ニッポ 現地取材による広告原稿の作
3
R2.7.1～R2.11.18
アイハーツ株式会社
ン！広告掲載業務 成、雑誌の出版・販売
（500,000円）
近永駅周辺賑わい ワークショップの運営にかかる
4 創出プロジェクトワー ファシリテーターの派遣、プロ
クショップ支援業務 ジェクトの支援

R2.9.9～R2.12.31

鬼北町誌編さん及び 町誌編さん・印刷製本、デジタ
5 デジタルアーカイブ ルアーカイブシステムの構築、
構築等委託業務
古文書データ化

R2.7.22～R6.3.31

鬼北町ホームページの更新作
鬼北町ホームページ
6
業、コンテンツ管理などの安定
保守業務委託
管理を図る業務

Ｒ2.4.1～Ｒ3.3.31

鬼北町空き家等事
7
態調査

8

1,100,000円
株式会社ぎょうせい
（500,000円）
29,810,000円
（500,000円）
1,000,527円
（500,000円）

鬼北町空家等対策計画の策定
見直しにあたり、空き家等実態 R2.5.1～R2.12.7
調査を実施する。

5,848,330円
（500,000円）

株式会社ぎょうせい

福泉株式会社 ネッ
トクルー事業部
株式会社ゼンリン松
山営業所

松山空港2階搭乗口に設置して
660,000円
松山空港2階出発ロ
伊予鉄総合企画株
あるデジタルサイネージを利用 Ｒ2.4.1～Ｒ3.3.31
ビー広告放映業務
式会社
し町誘客力の向上を図る。
（500,000円）

循環バス運行管理
9
業務

交通弱者等を支援し、町内公
共交通の向上を図る

6,204,000円
Ｒ2.4.1～Ｒ3.3.31
（500,000円）

有限会社 広見タク
シー

契約の相手方とした理由

担当課

前年度決算分の財務書類作成時もサ
ポート業務を委託しており、同一の業者
出納室
に継続して委託することで業務が円滑に
進むため。
財務書類作成サポート業務を継続して委
出納室
託している業者のシステムのため。
ふるさと納税ニッポン！はアイハーツ株
企画振興課
式会社のみが取り扱う雑誌であるため。
長期総合計画及び総合戦略策定のため
のアンケートの集計・分析を行っている業
者であり、プロジェクトの遂行に効果的で
あるため
鬼北町のこれまでの歩みを町誌に記録
する上で執筆内容が重要であるから、委
託業者の提案内容を審査するプロポー
ザルが適していたため。
当該システムは、福泉株式会社 ネットク
ルー事業部のシステムのため、当業者以
外に保守業者がいないため。
同業者は既に得ている独自の空き家情
報を用いてピンポイントに現地調査を行う
ことで、工期短縮が図られ、また信頼性も
高いため。
空港2階設置のデジタルサイネージを所
有及び管理している業者であるため選
定。
町内タクシー事業者のうち、契約相手方
以外の事業者は当事業に参入する意思
が無く、当業者以外に業者がいないた
め。

企画振興課

企画振興課

企画振興課

企画振興課

企画振興課

企画振興課

番号

契約名称

概 要

期 間

契約金額
（限度額）

契約相手方

契約の相手方とした理由

「第２期人口ビジョン・総合戦
次期長期総合計画及び総合戦略策定の
略」及び「第二次長期総合計画
7,040,000円
ための基礎調査業務を行っった業者であ
前期基本計画」が令和２年度を
Ｒ2.4.1～Ｒ3.3.31
株式会社 ぎょうせい り、当町の実情や課題、現計画等を充分
もって、計画が終了することを
（500,000円）
理解している当業者が適当と判断し選
受けて、令和３年度を初年度と
定。
する両計画を策定する。
高月温泉源泉ポンプの故障、
3,960,000円
当施設の点検管理業者であり、当業務を
高月温泉源泉ポンプ 起動不能により、施設運営に支
11
Ｒ2.9.1～Ｒ2.9.30
株式会社 タクテック 実施できる業者が他に無いほか、至急、
交換修繕工事
障があるため、当ポンプの交換
（1,300,000
修繕が必要なため当業者を選定。
等修繕を行う。
円）
AR技術を用いた携帯端末アプ
リの開発により、交流人口の向
7,604,800円
鬼北町ＡＲ観光プロ
企画提案方式による審査の結果、当業
12
上及び新型コロナウイルス感染 Ｒ2.9.1～Ｒ3.3.31
株式会社 フラッグ
モーション事業業務
者を選定。
症の影響により落ち込んだ町
（500,000円）
訪客の回復を目的とする。
鬼北町役場庁舎昇
831,600円
設置されているエレベータの製造は三菱
建築基準法に定められた定期
三菱電機ビルテクノ
13 降機設備保守点検
R2.4.1 ～R3.3.31
電機によるもので、構造・仕様等に精通し
点検の実施のため
サービス株式会社
業務委託契約
（500,000円）
ており他社によることが難しいため。
17,897円/人
過去の契約実績からも履行が正確・確実
鬼北町職員定期健
受診予定者
と見込まれる。
職員の定期健康診断実施のた
鬼北町立北宇和病
14 康診断業務委託契
R2.８.4 ～R3.3.31
250人
また、診断も北宇和病院内で実施できる
めの業務
院
約
4,474,250円
ため、勤務する職員の移動の面において
（500,000円）
も有利である。
GYOSEI例規執務サ
1,665,708円
株式会社ぎょうせいが開発したシステム
GYOSEI例規執務サポートシス
株式会社ぎょうせい
15 ポートシステム使用
Ｒ2.4.1～R3.3.31
であり、同事業者からでなければ、使用
テム使用許諾
四国支社
許諾
（500,000円）
権の許諾が受けられないため。
3,802,810円
鬼北町合併時に株式会社ぎょうせいに例
例規集更新データ及
例規集更新データ及び例規集
【更新110件 株式会社ぎょうせい 規集作成を委託しており、同事業者に委
16 び例規集追録作成
Ｒ2.4.1～R3.3.31
追録作成
の場合】 四国支社
託するのが最も適切かつ確実であるた
業務
（500,000円）
め。
例規集更新データ及び例規集追録作成
814,815円
法令情報提供、法制執務相
株式会社ぎょうせい 業務を委託しており、鬼北町の例規を熟
17 法制ソフト支援業務
Ｒ2.4.1～R3.3.31
談、起案内容審査等
四国支社
知している株式会社ぎょうせいに委託す
（500,000円）
るのが最も適切かつ確実であるため。
2,607,000円
鬼北町の例規集を継続的に維持管理し
鬼北町文書管理改 文書管理及び文書取扱規程の
株式会社ぎょうせい
18
R2.4.1 ～R3.3.31
ており、文書取扱規程をはじめとして関
善支援業務
見直し
四国支社
（500,000円）
係規程に精通しているため。
第２期鬼北町人口ビ
ジョン・総合戦略、第
10 二次鬼北町長期総
合計画後期基本計
画策定業務

担当課

企画振興課

企画振興課

企画振興課

総務財政課

総務財政課

総務財政課

総務財政課

総務財政課

総務財政課

番号

契約名称

鬼北地域情報通信
19
基盤維持管理業務

20

鬼北地域告知放送
システム保守業務

鬼北地域情報通信
21 基盤設備告知端末
購入

鬼北地域告知放送
22 システムバージョン
更新委託業務
23 ＯＮＵ購入

24 ＯＮＵ購入２

ＬＧ接続系等システ
25 ムＳＥ稼働支援保守
業務委託
ＬＧ接続系等システ
26 ムハード保守業務委
託

概 要

期 間

鬼北地域情報通信基盤整備
事業で整備した鬼北地域情報
R2.4.1～R3.3.31
通信基盤の維持管理を目的と
して行う。
鬼北地域情報通信基盤整備
事業で整備した鬼北地域告知
R2.4.1～R3.3.31
放送システムの保守を目的とし
て行う。

契約金額
（限度額）

契約相手方

契約の相手方とした理由

担当課

情報通信基盤設備の主たる貸付事業
宇和島ケーブルテレ 者は、宇和島ケーブルテレビ株式会社で
総務財政課
ビ株式会社
あり、本業務は同事業者に受託させるこ
（500,000円）
とが効率的かつ必要と判断したため。

18,656,000円

5,247,000円 ＮＥＣネッツエスアイ
本業務は、システムを開発した日本電
株式会社 松山営業 気株式会社（ＮＥＣ）系列の保守専門業者 総務財政課
（500,000円） 所
以外には実施できないため。

当該機器は、日本電気株式会社系列
会社でなければ生産できない。また、選
予備機や代替機として、鬼北
5,104,000円 ＮＥＣネッツエスアイ 定業者には。鬼北地域告知放送システ
地域情報通信基盤に必要な告 R2.4.24～R2.9.30
株式会社 松山営業 ム保守業務を依頼しており、別業者から 総務財政課
知端末を購入する。
（800,000円） 所
告知端末を購入した際には、故障時の原
因究明の切り分け作業に支障があり、早
急な対応が困難となるため。
使用している告知端末の後継
1,859,000円 ＮＥＣネッツエスアイ
本業務は、システムを開発した日本電
機に対応できるように、告知放
R2.5.14～R3.9.30
株式会社 松山営業 気株式会社（ＮＥＣ）系列の保守専門業者 総務財政課
送システムのソフトウェアを更
（800,000円） 所
以外には実施できないため。
新する。
当該機器は、鬼北地域情報通信基盤
予備機や代替機として、鬼北
5,858,710円 三菱電機システム
設備の現構成上、品名型番が仕様書の
地域情報通信基盤に必要なＯ R2.6.23～R3.1.29
サービス株式会社
総務財政課
とおり指定され、三菱電機株式会社系列
ＮＵを購入する。
（800,000円） 四国支店
でなければ生産できないため。
今年度は購入契約済みだ
当該機器は、鬼北地域情報通信基盤
5,603,455円 三菱電機システム
が、減免範囲の見直し等によ
設備の現構成上、品名型番が仕様書の
R2.9.7～R3.3.31
サービス株式会社
総務財政課
り、設置の申請件数が増加した
とおり指定され、三菱電機株式会社系列
（800,000円） 四国支店
ため、必要なONUを購入する。
でなければ生産できないため。
システム構築業者にシステム保守を任
5,346,000円
せることが最も対応が早く効果的で安価
ＬＧ接続系等インフラの稼働維
株式会社四国日立
R2.4.1～R3.3.31
となる。（他社は保守のための調査等が 総務財政課
持支援。
システムズ愛媛支店
（500,000円）
必要となり、その分高価となる。契約相手
方は、システム構築業者。）
システム構築業者にシステム保守を任
2,600,400円
せることが最も対応が早く効果的で安価
ＬＧ接続系等システム稼働に必
株式会社四国日立
R2.4.1～R3.3.31
となる。（他社は保守のための調査等が 総務財政課
要な機器の保守業務。
システムズ愛媛支店
（500,000円）
必要となり、その分高価となる。契約相手
方は、システム構築業者。）

番号

契約名称

概 要

期 間

ＬＧ接続系等システ
ＬＧ接続系等システム稼働に必
27 ムソフトウェア保守
R2.4.1～R3.3.31
要なソフトウェアの保守業務。
業務委託

28

29

契約金額
（限度額）
3,422,980円
（500,000円）
8,580,000円

ＬＧ接続系等ファイア ＬＧ接続系等のファイアウォー
ウォール更改業務 ルを更新。

R2.4.15～R2.7.31

仮想化基盤サーバ４ 仮想化基盤サーバ４号機を更
号機更改業務
新。

R2.6.19～
R2.10.30

（500,000円）
8,745,000円
（500,000円）

契約相手方

株式会社四国日立
システムズ愛媛支店

株式会社四国日立
システムズ愛媛支店

株式会社四国日立
システムズ愛媛支店

全国瞬時警報システ
934,560円 ＮＥＣネッツエスアイ
全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬ
30 ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）保
Ｒ2.4.1～Ｒ3.3.31
株式会社松山営業
ＥＲＴ）の定期点検。
守点検業務
（500,000円） 所

31

同報系防災行政無
線保守点検業務

同報系防災行政無線の保守点
Ｒ2.4.27～Ｒ3.3.31
検。

1,570,800円
（500,000円）

株式会社日立国際
電気愛媛営業所

同報系防災行政無
1,452,000円
経年劣化した同報系防災行政
株式会社日立国際
32 線バッテリー交換業
Ｒ2.4.27～Ｒ3.3.31
無線のバッテリー交換。
電気愛媛営業所
務
（500,000円）
社会保障・税番号制度の運用
令和２年度データ標
528,000円
改定に伴う住民税システム等
33 準レイアウト改修業
R2.6.19～R2.7.31
株式会社愛媛電算
の標準レイアウト変更対応のた
務
（500,000円）
めのシステム改修。
LGWAN-WEBGISを利用するこ
鬼北町統合型
2,475,000円
とによって、各LG接続系端末で
株式会社地域科学
34 LGWAN-WEBGISの
R2.4.1 ～R3.3.31
地積図等を閲覧することができ
研究所
利用料契約
（500,000円）
るようにするための業務

契約の相手方とした理由
システム構築業者にシステム保守を任
せることが最も対応が早く効果的で安価
となる。（他社は保守のための調査等が
必要となり、その分高価となる。契約相手
方は、システム構築業者。）
システム構築業者に任せることが最も
対応が早く効果的で安価となる。（他社は
保守のための調査等が必要となり、その
分高価となる。契約相手方は、システム
構築業者。）
システム構築業者に任せることが最も
対応が早く効果的で安価となる。（他社は
保守のための調査等が必要となり、その
分高価となる。契約相手方は、システム
構築業者。）
システム構築業者にシステム保守を任
せることが最も対応が早く効果的で安価
となる。（他社は保守のための調査等が
必要となり、その分高価となる。契約相手
方は、システム構築業者。）
構築業者に保守を任せることが最も対
応が早く効果的で安価となる。（他社は保
守のための調査等が必要となり、その分
高価となる。契約相手方は構築業者。）
構築業者に保守を任せることが最も対
応が早く効果的で安価となる。（他社は保
守のための調査等が必要となり、その分
高価となる。契約相手方は構築業者。）

担当課

総務財政課

総務財政課

総務財政課

総務財政課

総務財政課

総務財政課

既存システム構築業者以外に実施でき
総務財政課
ない。
固定資産管理における事務作業を高率
的に行うために公有財産台帳等一元化
システムを構築し、当該システムに精通
しており他社によることが難しいため。

総務財政課

番号

契約名称

概 要

期 間

契約金額
（限度額）

鬼北町の公有財産管理及び地
方公会計固定資産台帳管理に
令和2年度鬼北町固
897,600円
ついて決算情報に基づいた資
35 定資産台帳異動更
R2.4.1 ～R3.3.31
産の管理及び整備、地方公会
新業務
（500,000円）
計制度に基づいた固定資産台
帳の管理及び整備する業務
所有する公共施設の総量最適
化や、ライフサイクルコストの低
3,762,000円
個別施設計画策定
36
減を含めた公共施設の経営の R2.4.1 ～R3.3.31
支援業務
推進、公共施設個別計画の策
（500,000円）
定支援業務
インフルエンザ予防
インフルエンザ予防ワクチン
37 ワクチン購入事業
の購入に関する契約
【単価契約】

2，650円/1ml
R2.9.25～R3.3.31

クラウド技術を活用した国保市
町村事務処理標準システムの
38 クラウド利用契約書 運用を開始し、国民健康保険
R2.4.1～R3.3.31
事務の標準化、効率化コスト削
減および広域化に繋げる
国民健康保険市町
市町村事務処理標準システム
村事務処理標準シ
39
ミドルウェアの安定的な稼働の R2.4.1～R3.3.31
ステムミドルウェア保
維持
守業務

(500,000円)

契約相手方

契約の相手方とした理由

担当課

株式会社地域科学
研究所

固定資産管理における事務作業を高率
的に行うために公有財産台帳等一元化
システムを構築し、当該システムに精通
しており他社によることが難しいため。

総務財政課

株式会社地域科学
研究所

固定資産管理における事務作業を高率
的に行うために公有財産台帳等一元化
システムを構築し、当該システムに精通
しており他社によることが難しいため。

総務財政課

アイワク産業
株式会社

ワクチンの特殊性から、取引実績のない
医療機関への納入は不可能であるた
町民生活課
め、従来から納入実績のある業者で信頼
がおける。

株式会社愛媛電算

クラウド環境構築を実施した業者に実施
させることが最も効率的および安価とな 町民生活課
るため。

株式会社愛媛電算

市町村事務処理標準システムミドルウェ
ア整備を実施した業者に実施させること 町民生活課
が最も効率的および安価となるため。

3,300,000円
（500,000円）
1,470,150円
（500,000円）

当町の戸籍システムは日立製作所製で
あり、その保守を行っている業者が特定 町民生活課
（500,000円）
されるため。
株式会社日立システムズが運
当町のASPサービスは、株式会社愛媛電
2,752,200円
eLTAX ASPサービ 営するASPサービスを利用し、
算のeLTAXベンダ契約をしている日立シ
株式会社日立システムズ
41
R2.4.1 ～R3.3.31
町民生活課
ス運用業務
電子申告・共通納税等の業務
ステムズが担当しており、契約相手先が
（500,000円）
を行う。
特定されるため。
616,000円
住民税システムは愛媛電算が開発運用
住民税システム改造 税法改正による計算等プログラ
42
R2.4.1 ～R2.5.31
株式会社愛媛電算 しており、契約の相手先が特定されるた 町民生活課
業務
ムの改修
（500,000円）
め。
40

戸籍システム保守業 戸籍システムハードウエア及び
R2.4.1～R3.3.31
務
ソフトウエアの保守

3,344,000円

株式会社愛媛電算

番号

契約名称

45

46

47

48

49

期 間

契約金額
（限度額）

契約相手方

契約の相手方とした理由

担当課

北宇和病院の改修等の設計・監理をして
1,480,000円 松山市西石井５丁目 きた業者であり、建築設計データを保管
建築基準法による特殊建築物
R2.6.22～R2.9.30
2番26号
し、当病院の建築及び改修時の設計に 保健介護課
調査報告書作成業務
（500,000円） 株式会社中央設計 精通している。契約内容の特殊性により
競争入札に適さないため。
平成24年度から平成29年度まで当業
地域包括支援セン
介護予防ケアマネジメント事
Ｈ29.4.1～
74,360円/月
者のシステムを使用しており、引き続き
ター管理システム賃 務処理を実施するためのハード
Ｈ34.3.31
株式会社愛媛電算
保健介護課
当業者でなければ業務に支障があるた
貸借
ウェアとソウトウェアの賃貸借。
（5年契約）
（500,000円）
め。
健康診査、各種がん
100円/回～
検査体制、検査技術、検査結果集計、
検診、肝炎ウイルス 健康診査、各種がん検診、肝
R2.4.1～
7,720円/回 愛媛県厚生農業協 報告、セキュリティーに優れた健康診断
検査及び結核検診 炎ウイルス検査及び結核検診
保健介護課
R3.3.31
同組合連合会
業務を実施できるのは、県内で2業者に
業務
業務を実施するため委託
（500,000円）
限られるため。
【単価契約】
健康診査、各種がん
100円/回～
検査体制、検査技術、検査結果集計、
検診、肝炎ウイルス 健康診査、各種がん検診、肝
R2.4.1～
7,720円/回 愛媛県総合保健協 報告、セキュリティーに優れた健康診断
検査及び結核検診 炎ウイルス検査及び結核検診
保健介護課
R3.3.31
会
業務を実施できるのは、県内で2業者に
業務
業務を実施するため委託
（500,000円）
限られるため。
【単価契約】
妊婦一般健康診査、
乳児一般健康診査、 妊婦・乳児健診及び3歳児視
2,000円/回～ 一般社団法人愛媛
愛媛県市町母子保健健康診査事業連
三歳児視聴覚精密 聴覚健康診査、新生児聴覚検
R2.4.1～
17,790円/回 県医師会県内3助産
絡協議会にて県下統一契約の承認を得 保健介護課
健康診査、新生児聴 査を業務委託し個別健診を実
R3.3.31
院
ており、相手方が特定されるため。
覚検査事業
施。
（500,000円）
【単価契約】
性質、目的が競争入札に適しないた
株式会社よんやく
1,419円/回～
め。また、契約の目的物が特定の者でな
定期予防接種ワクチ
アイワク産業株式会
定期予防接種に伴うワクチン
R2.4.1～
13,200円/回
ければ納入することができないものであ
ン購入事業
社
保健介護課
の購入に関する契約
R3.3.31
ることと特殊な性質を有する品物であり、
【単価契約】
株式会社アスティス
（500,000円）
特別の目的がある契約で品物の買い入
四国アルフレッサ
れ先が特定されているため。
性質、目的が競争入札に適しないた
3,230円/回～
個別予防接種委託
個別予防接種業務を委託し、
め。また、医療行為を伴い、接種の実施
R2.4.1～
7,293円/回 一般社団法人 宇和
事業
定期予防接種を医療機関で実
の集計や接種委託料の請求を宇和島医 保健介護課
R3.3.31
島医師会
【単価契約】
施する。
師会が一括しており、一般業者との契約
（500,000円）
と異なるため。

鬼北町立北宇和病
院特殊建築物定期
43
調査報告書作成業
務
44

概 要

番号

契約名称

概 要

期 間

個別予防接種業務を委託し、
Ａ類及びＢ類定期予防接種を
県内医療機関で実施する。

R2.4.1～
R3.3.31

介護予防運動教室 高齢者の筋力強化の運動や体
51 （一般介護予防事業 操を町内7地区で1地区21回実
委託）事業
施する。

R2.4.1～
R3.3.31

定期予防接種委託
50 事業（Ａ・Ｂ類）
【単価契約】

新型コロナウイルス感染症第
新型コロナウイルス 二波に向けて、感染症拡大予
52 感染症対策体温計 防のために町で一括購入し町
購入事業
内医療機関等に非接触型体温
計を貸与する。
介護保険システム改 令和2年6月の社会保障・税番
修事業（令和2年6月 号制度のデータ標準レイアウト
53
データ標準レイアウ 変更に伴い、介護保険システム
ト改版対応）
の改修を実施する。

ごみ収集運搬業務
54
委託契約

鬼北町より排出される一般廃棄
物（可燃物、不燃物、ﾋﾞﾝ・缶、
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、粗大ごみ）の収集運
搬業務

一般廃棄物（粗大ご 鬼北町から排出される粗大ご
55 み処理後残渣）処分 みの分別処理後に生ずる残渣
業務
を処分業務

R2.4.1～
R3.7.31

R2.5.8～
R2.6.30

R2.4.1～
Ｒ3.3.31

R2.6.22～
Ｒ3.3.31

契約金額
契約相手方
（限度額）
3,256円/回～
16,819円/回 社団法人愛媛県医
師会
（500,000円）

契約の相手方とした理由

担当課

予定価格が規則で定める額を超えない
ため。また、予防接種を実施する医院は
保健介護課
ほぼ愛媛県医師会に属しているため、委
託先が限られるため。
町が計画した事業であり、同計画に基づ
7,000円/回～
いた内容で実施できる業者が他にないた
岡本宏史・善家栄美
10,500円/回
め。継続した教室であり自主グループ育
子・楠カヤ・今井智
保健介護課
成を目的で実施している事業で、これま
恵・兵頭紳吾
（500,000円）
での実績があり履行が確実と判断される
ため。
4,825,700円
（800,000円）

有限会社アイアル・
オーエン

新型コロナウイルス感染症感染予防のた
めには緊急性を要し競争入札に付するこ 保健介護課
とができないため。

本町との契約実績があり、履行が確実と
判断される。また、既存の総合行政シス
株式会社愛媛電算
保健介護課
テム改修のため、当業者以外に本業務を
（500,000円）
実施可能な業者がいないため。
当業務を委託するには、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律施行令第４条」に
58,330,800円
規定する一般廃棄物の収集、運搬、処分
有限会社 大幸ｸﾘｰﾝ 等の委託の基準及び鬼北町一般廃棄物 環境保全課
（500,000円）
処理計画に適合する業者であることが必
要であり、町内で適合する業者を選定し
契約した。
粗大ごみ処
理後残渣1㎥
当業務を委託するには、「廃棄物の処理
当り22,000円
及び清掃に関する法律施行令第４条」に
（税抜）
規定する一般廃棄物の収集、運搬、処分
年間見込み
株式会社西田興産 等の委託の基準に適合する業者である 環境保全課
25㎥で
ことが必要であり、契約内容の特殊性に
605,000円（税
より相手方が特定されるため、該当業者
込）
を選定し契約した。
638,000円

（500,000円）

番号

契約名称

ポリ塩化ビフェニル
56 廃棄物処理委託業
務

概 要

鬼北町から排出された高濃度Ｐ
ＣＢ廃棄物の処分業務

・し尿及び浄化槽汚泥の収集及
鬼北町し尿及び浄化
び汚泥再生処理センターへの
槽汚泥収集運搬及
57
運搬業務。
び処理手数料徴収
・し尿及び浄化槽汚泥処理にか
業務委託契約
かる処分手数料徴収業務。

期 間

R2.4.10～
Ｒ3.3.31

契約金額
（限度額）

処理手数料
157円／18㍑
R2.4.1～
Ｒ3.3.31

浄化槽汚泥引抜業
務請負契約

契約の相手方とした理由

担当課

当業務は、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第１４条の４第６項の特別管理
中間貯蔵・環境安全
554,400円
産業廃棄物処分業の許可が必要であ
事業株式会社
り、尚且つ、愛媛県における高濃度ＰＣＢ 環境保全課
北九州ＰＣＢ処理事
（500,000円）
廃棄物の処分先が指定されており、契約
業
の相手方が限定されるため、該当業者を
選定し契約した。

年間見込 有限会社広見衛生
9,042,822ℓ、 社
78,873,503円
（500,000円）

58

契約相手方

当業務を委託するには、「廃棄物の処
理及び清掃に関する法律第６条の２」、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行令第４条」及び「鬼北町契約規則第２７
環境保全課
条第１項第３号」に該当、法令に定める
委託基準及び鬼北町一般廃棄物処理計
画に適合する町内全域での業務を遂行
し得る業者を選定し契約した。

汚泥引抜料
鬼北町廃棄
物の処理及
び清掃に関
する条例第
農業集落排水処理施設及び農
14条で定めら
業集落排水事業特別会計で管
鬼北町における汚泥の引抜・運搬が同時
R2.4.10～R3.3.31. れた単価(157 有限会社広見衛生社
環境保全課
理する浄化槽から排出される汚
にできる資格を有する業者のため。
円/18L）
泥引抜を行う業務
年間見込
1,314,000ℓ
11,461,000円
（500,000円）

番号

契約名称

鬼北町戸別合併処
59 理浄化槽汚泥引抜
業務委託契約

概 要

期 間

浄化槽市町村整備推進事業に
て整備した浄化槽の汚泥引抜
を行う業務

R2.4.1～
R3.3.31

契約金額
契約相手方
契約の相手方とした理由
担当課
（限度額）
汚泥引抜料
157円／18㍑
(税込)
清掃手数料
1,800㍑に満
たない場合は
4,000円(税
抜)
1,800㍑を超
鬼北町における汚泥の引抜・運搬が同時
有限会社広見衛生社
環境保全課
える場合は18
にできる資格を有する業者のため。
㍑につき40円
(税抜)
年間見込
1,192,122ℓ
16,512,540円
（500,000円）

60

61

公営企業会計適用
業務委託契約

鬼北町特産品需要
促進業務

現在水道会計及び病院会計が公営企
業会計であり、既に公営企業会計システ
ムが稼働している。企業会計システムの
令和６年４月１日までに農業集
19,690,000円
ライセンス追加発注やソフトウエアの共
落排水事業及び浄化槽市町村
（R2年度
R2.7.13～R6.3.31
用によりスムーズで安価なシステム構
整備推進事業の両会計を公営
1,870,000円） 株式会社 愛媛電算
環境保全課
（債務負担）
築、既存会計の帳票等が参考になり経
企業会計に移行させるための
理手法や資料統一が可能なこと、今後の
委託事業
（500,000円）
法改正に伴うメンテナンスが同一システ
ムだと容易に対応できることから業者を
選定し契約した。
鬼北町の農林産物のブランド
化と付加価値を高め、地域農
業の活性化を図る。

R2.4.1～R3.3.31

鬼北町農業公社は、町特産品である「鬼
北熟成きじ」の生産・加工を行っており、
6,000,000円
一般社団法人 鬼北 引続き「鬼北熟成きじ」を主とした農林産
農林課
町農業公社
物のブランド化、販売販路開拓、商品開
（500,000円）
発を推進するため、実績のある者を選定
した。

番号

契約名称

鬼北町道路台帳更
62 新及び調書整備委
託業務

概 要

期 間

鬼北町の管理する道路・橋梁
について適切な管理を行うため
に、道路台帳の更新を行う。作
成したデータは稼動中の統合
型地理情報システム（ＧＩＳ）に
セットアップし、庁内における地
理情報の共有化、一元管理を
図り、住民サービスの向上と、
行政事務の効率化を図る。

R2.6.22～
R2.12.28

契約金額
（限度額）

契約相手方

契約の相手方とした理由

担当課

現在使用中のＧＩＳシステムはアジア航測
アジア航測株式会社 ㈱がセットアップしており、今回そのＧＩＳ
建設課
松山営業所
システムの台帳更新作業になるので、当
（500,000円）
業者以外に更新作業ができないため。
6,050,000円

四国通建株式会社

ＧＩＧＡスクール端末の共同調達を目的に
設立された愛媛県ＧＩＧＡスクール端末等
共同調達協議会における、ＧＩＧＡスクー 教育課
ル用端末 一般競争入札の落札者のた
め。

64

小学校デジタル教科 小学校６校で使用するデジタル
7,721,560円 四国通建株式会社
R2.6.1 ～R6.3.31
書更新業務
教科書の更新作業
（500,000円） 宇和島営業所

既存システムにおけるデジタル教科書の
更新作業であり、他に作業可能な業者が 教育課
無く、契約の相手方が特定されるため。

65

遺構実測支援システ 町内遺跡発掘調査の測量図化
R2.4.1 ～R3.3.31
ムリース業務
作業の効率化を図る

63

ＧＩＧＡスクール用端 児童生徒１人１台の学習用コン
末購入業務
ピュータ端末整備

文化財PR事業テー 愛媛県歴史文化博物館共催
66 マ展出展資料輸送・ テーマ展の出展資料の梱包・
陳列・撤去業務
輸送・陳列・撤去を行う。

67

鬼北町住生活基本
計画策定委託業務

R2.9.18～
R3.3.24

R2.11.1 ～
R2.12.18

31,866,450円
（800,000円）

620,400円
株式会社ジツタ

特殊なソフトウェアで現在保有するデータ
教育課
利用に関して代替品がないため。

日本通運株式会社
松山支店

美術品等貴重物を取り扱い、展示関係の
一連の作業を行う業者で、当町の競争入
教育課
札参加資格者名簿に登載された業者は
当社のみに限られるため。

（400,000円）
953,000円
（500,000円）

住宅事情の把握、住まい・まち
づくりに関する意向調査を行
い、各種分析、予測結果等を基
本に課題の整理を行い、鬼北
町としての住宅施策の理念目
4,950,000円 株式会社地域科学
R2.7.22 ～R3.4.30
標、重点施策の設定、住宅の
研究所 香川事務所
整備方針を設定する。また、鬼
（500,000円）
北町長期総合計画及び関連計
画、国・県住宅計画などとの整
合性を図るものとする。

今年度策定している「鬼北町公営住宅長
寿命化計画策定委託業務」の委託契約
を締結した業者であり、業務内容を共有 建設課
する部分が多く、迅速な対応ができる上
に委託料についても安価となるため。

番号

契約名称

概 要

公営住宅栄町団地
公営住宅栄町団地新築工事B
68 新築工事B棟監理業
棟の施工監理
務

期 間

契約金額
（限度額）

契約相手方

1,760,000円
R2.4.1 ～R3.2.10

株式会社松浦設計
（500,000円）

路線価算出及び画 LGWAN-ASPを利用した路線価
2,435,000円
69 地計測システム運用 算出・画地計測及びシステム保 R2.4.1 ～R3.3.31
株式会社パスコ
業務
守
（500,000円）

契約の相手方とした理由

担当課

当該工事設計業務を行っており、工事監
理を行う上で、確実かつ円滑に実施でき 建設課
る唯一の業者であるため。
現在使用の画地計測システムはMIA協
議会が開発したもので業者が特定され
町民生活課
る。また路線価算定業務を一体とした契
約は、最も効率的及び安価となるため。

システム構築業者に改修業務を任せる
ほうが対応が最も早く効果的であり、安
後期高齢者医療シ 平成30年度税制改正対応に伴
70
R3.3.8 ～R3.3.31
株式会社 愛媛電算 価であるため。（他社は保守のための調 町民生活課
ステム改修業務
うシステム改修
（500,000円）
査等が必要となり、その分高価となる。契
約相手方は、システム構築業者。）
当協会は社会的信用も厚く、また鬼北町
不動産表示登記に
634,738円 公益財団法人 愛媛 登記基準点の設置業務も実施している
国土調査の錯誤（地積更正2
71 かかる測量業務委
R3.3.19~R 3.3.31
県公共嘱託登記土 ので、当町の地理に詳しく実績もあり信 町民生活課
筆）に伴う測量業務
託
【単価契約】
（500,000円） 地家屋調査士協会 用できる。また、市場単価より経済的に
有利である。
2,640,000円
現行の戸籍システムの改修であり、契約
戸籍情報システム改 戸籍法の一部を改修する法律
R2 .12 .17 ～
72
株式会社 愛媛電算 内容の特殊性により相手先が特定され 町民生活課
修業務
に係る戸籍情報システム改修
R3 .3 . 31
（500,000円）
る。
国外転出者によるマ 住民基本台帳システムと戸籍
現行システムの設置及び保守管理業者
イナンバーカード等 情報システム（戸籍附票システ
7,689,000円
は同一業者でかつ、住民基本台帳ネット
73 の利用の実現のた ム）間に新たに設置する庁内 R3.1.18 ～R3.3.31
株式会社 愛媛電算
町民生活課
ワークシステムは総合行政システムと相
めのシステム改修業 ネットワーク機器及び庁内LAN
（500,000円）
互性があり、契約相手方が限定される。
務
設備に係る改修
現在の医療事務システムを導入し保守
総務省が進める公立病院にお
北宇和病院マイナン
管理をしている業者であり、マイナンバー
けるマイナンバーカードを活用
1,705,000円
バーカードオンライン
株式会社松山電子 カードオンライン資格確認システムを早
74
したオンライン資格認証システ R3.1.18～R3.3.15
保健介護課
資格確認システム導
計算センター
期に構築するためには、現在の医療事
ムを12月補正で予算化し年度
（500,000円）
入業務
務システムに精通した知識が必要であ
末までに構築する。
り、競争入札に適さないため。
令和3年4月介護保険法改正対
583,000円
地域包括支援センター管理システムの導
地域包括ケアシステ
75
応に伴うソフトウェアのバージョ R3.2.8～R3.3.31
株式会社愛媛電算 入で当町との契約実績もあり履行が確実 保健介護課
ム改修業務
ンアップ
（500,000円）
と認められるため。
528,000円

番号

契約名称

概 要

期 間

契約金額
（限度額）

介護保険システム改
2,464,000円
修事業（令和3年4月 令和3年4月介護保険法改正に
76
R3.2.19～R3.3.31
（2021年4月）介護保 伴うシステム改修
（500,000円）
険法改正対応
1,210,000円
介護保険関連例規 令和3年4月介護保険法改正に
77
R3.3.8～R3.3.31
整備支援業務
伴う関連例規整備支援
（500,000円）
新型コロナウイルス
新型コロナウイルスワクチン接
786,500円
ワクチン予防接種
78
種のためのクーポン券購入業 R3.1.29～R3.2.26
クーポンケン用紙購
務
（800,000円）
入業務
コールセンター個人 新型コロナウイルスワクチン接
1,100,000円
79 番号利用事務系シ 種のためのコールセンターの情 R3.3.8～R3.3.31
ステム構築業務
報システム構築。
（500,000円）
感染症の状況に応じて、住民に
新型コロナウイルス 対して行っている集団教育や個
6,910,200円
80 対応保健業務オンラ 別相談、分散配置の職員同士 R3.2.1～R3.3.19
イン環境構築業務 の会議や情報交換をオンライン
（500,000円）
で行う環境を整えるため。
鬼北地区農業集落
81 排水施設全体設計
業務

契約相手方

902,000円
Ｒ2.11.2～Ｒ3.2.26
（500,000円）

担当課

現行の介護保険システムを導入し保守
管理を行っている業者であり、本業務を
株式会社愛媛電算
保健介護課
実施可能な者がいないため、競争入札に
適さない。
鬼北町例規集、追録等の作成、加除の
ぎょうせい四国支社 委託業者であり、本町の例規を熟知して 保健介護課
おり履行が確実と認められる。
株式会社愛媛電算

クーポン券の印刷は、特殊な技術を要す
るため、健康管理システム委託業者から 保健介護課
購入する必要があるため。

株式会社愛媛電算

既存システムの環境構築業者であり、過
去に当町との契約実績があり、履行が確 保健介護課
実と認められるため。

株式会社四国日立 既存システムの環境構築業者であり、過
システムズ 愛媛支 去に当町との契約実績があり、履行が確 保健介護課
店
実と認められるため。

昨年度までに実施した最適整
5,060,000円
愛媛県土地改良事
備構想の結果を踏まえたハード R2.9.28～Ｒ3.3.12
業団体連合会
整備のための全体設計業務
（500,000円）

令和2年度鬼北町土 土地改良事業実施のために、
82 地改良事業費用対 総費用総便益比方式によって
効果算定委託業務 費用対効果を分析する。

契約の相手方とした理由

愛媛県土地改良事
業団体連合会

愛媛県土地改良事業団体連合会は、建
設当時から現在まで施設本体はもとより
地域の実情も熟知している。また、最適
環境保全課
整備構想等を踏まえて全体設計を作成
するため、昨年度までの事業と同一の相
手方とした。
土地改良事業の実施において費用対効
果の算定が必要であり、実施体制を整え 農林課
ている県内唯一の団体であるため。

番号

契約名称

鬼北町林業振興事
83
業

84

鬼北町河川台帳更
新委託業務

不動産表示登記に
かかる測量業務委
85
託
【単価契約】

概 要

期 間

本町の過疎化・高齢化に伴う農
林業の担い手不足に対応する
ため、町所有の林業機械及び
車輌等を効率的に運用させ、作
業道開設事業及び森林作業等
を行うことにより町の林業振興
を図り、農林業の担い手を確保
育成する。

R２.４.１～R３.
３.31

契約金額
（限度額）

18,751,000円
（500,000円）

契約相手方

株式会社
日吉農林公社

契約の相手方とした理由

鬼北町林業施設の指定管理者であり、
第三セクターである当該者の設立の経
緯・目的により、当該委託業務において
契約相手としている。

担当課

農林課

鬼北町の管理する河川につい
て適切な管理を行うために、河
川台帳の更新を行う。作成した
現在使用中のＧＩＳシステムはアジア航測
データは稼動中の統合型地理
820,600円
アジア航測株式会社 ㈱がセットアップしており、今回そのＧＩＳ
情報システム（ＧＩＳ）にセット
R3.1.20～R3.3.19
建設課
松山営業所
システムの台帳更新作業になるので、当
アップし、庁内における地理情
（500,000円）
業者以外に更新作業ができないため。
報の共有化、一元管理を図り、
住民サービスの向上と、行政事
務の効率化を図る。
町道の新規認定路線及び未登
記路線について、用地を確定し
294,703円～ 公益財団法人 愛媛
登記を行うため、土地の調査・ R2.10.1～Ｒ2.3.31 702,923円 県公共嘱託登記土
測量・地積測量図の作成などを
（500,000円） 地家屋調査士協会
委託して実施する。

当協会は社会的信用も厚く、また鬼北町
登記基準点の設置業務もじっししている
ので、当町の地理に詳しく実績もあり信 建設課
用できる。また、市場単価より経済的に
有利である。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号から9号による随意契約の契約結果調書
番号
1

2

3

契約名称

概 要

期 間

契約金額
（限度額）
653,083円

契約相手方

自家用電気工作物
の保安管理業

電気工作物の工事、維持管理
に関する保安管理の業務

鬼北町保育施設除
草等作業委託業務

保育施設及び周辺の環境整備 Ｒ2.6.5～Ｒ3.3.20

特別定額給付金シ
ステム改修業務

特別定額給付金システム改
1,320,000円
修、同システム運用に関する指 Ｒ2.5.1～Ｒ2.8.30
株式会社愛媛電算
導及び助言
（500,000円）

R2.4.1～R3.3.31
（500,000円）
626,400円
（500,000円）

一般財団法人四国
電気保安協会

鬼北町シルバー人
材センター

令和2年度から第5期対策とな
るため、中山間地域等直接支
月額37,180円
中山間地域等直接
払制度支援システムを第5期対
×60ヶ月 NTTファイナンス株
4 支払制度支援システ
R2.6.1～R7.5.31
応版へ移行し、中山間地域等
式会社四国支社
ムリース業務
直接支払交付金交付事業及び
（500,000円）
推進事業を円滑に行う。
令和2年7月豪雨災 令和2年7月3日から8日にかけ
5 害農地・農業用施設 ての令和2年7月豪雨で被災し
測量設計委託業務 た3箇所の測量設計委託業務

鬼北町学校施設長
6 寿命化計画策定委
託業務

鬼北町立の学校施設等の状況
を把握し、整備・管理運営の適
正化を図り、更新・長寿命化改
修などの中長期的な整備につ
いて計画の策定を行う。

Ｒ2.8.28～Ｒ
2.12.18

R2.5.12～
R3.2.1

1,760,000円
（500,000円）

4,840,000円
（500,000円）

契約の相手方とした理由

担当課

本庁舎、保健センター等の電気工作物保
安管理受託実績があり、電気技術主任 総務財政課
者を雇用し迅速に対応できる業者を選定
高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律第４１条第１項に規定するシルバー人
材センターとの随意契約であり、多数の 町民生活課
高年齢者に地元での雇用機会を提供で
きるため。
統合行政システムは愛媛電算が開発運
用しており、他の業務システムとの連携
が必要で、改修元の臨時特別給付金給
付システムは愛媛電算が開発したもので 町民生活課
あり、今回の業務では、簡素な仕組みで
迅速かつ的確に業務遂行をしなければ
ならないため。
リース業を希望する業者へ見積りを徴取
したところ１者以外から辞退の申し出が
あり、残った1者はこれまでにリース契約 農林課
の実績があったため、第５期対策への早
急な対応が必要なことから選定した。

災害復旧工事の測量設計委託で、緊急
の対応が必要があり、本業者は鬼北町
有限会社高田測量 競争入札参加資格者名簿（調査測量・コ
農林課
設計事務所
ンサル）に登載された町内唯一の業者で
早急な対応が可能で履行が確実と判断
されるため。
緊急事態宣言に伴い、町において遠隔
地の業者を徴集する指名競争入札の執
株式会社地域科学 行を当面の間実施しないことを決定した
教育課
研究所 香川事務所 ため、早期に着手する必要がある当業務
について、見積書徴収の上相手方を決
定したため。

番号

契約名称

鬼北総合公園体育
7 館空調設備整備工
事設計監理業務

概 要

空調設備の新設設置に伴う設
計及び監理

期 間

R2.5.1～
R3.2.28

診療所オンライン資 マイナンバーカードを活用し、
8 格確認システム導入 医療機関窓口においてオンライ R3.3.8～R3.3.31
業務
ン資格確認を行う。

契約金額
（限度額）

契約相手方

株式会社松浦設計

（株）ファルコバイオ
システムズ

既存の窓口機器の納入業者が、機器の
整備を行うためには、当事業者しかいな 町民生活課
いため選定した。

（500,000円）

（500,000円）

担当課

緊急事態宣言に伴い、町において県外
及び東中予地域の業者を指名対象とし
た指名競争入札の執行を当面の間実施
教育課
しないことを決定したため、早期に着手す
る必要がある当業務について、見積書徴
収の上相手方を決定したため。

10,450,000円

596,750円

契約の相手方とした理由

鬼北町立北宇和病 北宇和病院の使用不可となっ
3,740,000円
9 院蒸気ボイラ更新工 ている蒸気ボイラを早期に更新 R2.12.24～R3.3.15 （1,300,000 株式会社ヨコハタ
事
し原状復旧する。
円）

北宇和病院のボイラの保守管理をしてい
る業者であり、緊急で原状復旧する必要 保健介護課
あるため、競争入札に適さないため。

