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

契約の相手方とした理由

担当課

令和２年度決算財務会計デー
タの分析・解析を行い、地方公
鬼北町連結財務書
1,323,300円 株式会社地域科学
1
会計統一モデルによる財務書 R3.4.1～Ｒ4.3.18
類作成サポート業務
（500,000円） 研究所
類を作成にあたってのサポート
業務

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

地方公会計財務書 地方公会計統一モデルによる
2 類作成システム利用 財務書類作成に使用するシス
料
テム利用料

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

R3.4.1～Ｒ4.3.31

66,000円/月 株式会社地域科学
（500,000円） 研究所

鬼北町公式アプリ
アプリの動作検証、利用状況把
858,800円
3 [鬼王丸ＡＲ]保守管
Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31
株式会社 フラッグ
握、不具合対応ほか保守管理
（500,000円）
理業務

鬼北町公式アプリ[鬼王丸ＡＲ]の開発業
者であり、他業者では保守管理が困難で 企画振興課
あるため、当業者を選定。

鬼北町企業応援給
4 付金事業等支援業
務

新型コロナウイルス感染症の
影響により、売上が減少した事
業者等に対し、事業継続を支援
するため当町が実施する企業
応援給付金事業のほか、給付
事業等について、窓口相談支
援業務を委託する。

近永駅周辺賑わい
5 創出ビジョン・実施
計画策定業務

近永駅を中心とした町なか賑わ
い創出のためのソフト、ハード
株式会社 いよぎん
事業が進む中、今後の将来
3,971,000円
公募型プロポーザルによる選定審査会
Ｒ3.7.5～Ｒ4.3.31
地域経済研究セン
像、計画的な事業展開のため
（500,000円）
の結果により当業者を選定。
ター
のビジョン・実施計画を策定す
る。

企画振興課

令和3年度中に完成する施設
のPRプロモーションのﾌプランニ
鬼北町ワーケーショ ング、HP制作、視察モニターツ
3,141,600円
公募型プロポーザルによる選定審査会
6 ン促進事業企画提 アーを企画し、ワーケーション Ｒ3.7.5～Ｒ4.3.31
株式会社リクルート
（500,000円）
の結果により当業者を選定。
案業務
及びサテライトオフィス誘致を
推進するための業務を委託す
る。

企画振興課

Ｒ3.4.30～Ｒ
4.3.31

989,944円
鬼北町商工会
（500,000円）

町内商工事業者の事業支援を主としてい
るため、商工事業者が加盟する当業者を 企画振興課
選定。

番号

契約名称

概 要

北宇和高校魅力化
推進委託業務

北宇和高校における高校魅力
化プロジェクトを推進し、高校を
核とした新たな人づくり・人の流
れを構築するため、円滑かつ効
率的に推進できるよう業務を委
託する。

近永駅周辺賑わい
創出プロジェクトワー
8
クショップファシリ
テーター業務

近永駅周辺賑わい創出ビジョン
の検討、JR近永駅改築のより
具体的な活用案などワーク
ショップが効率的に進められる
ようファシリテータ業務を委託す
る。

7

近永駅周辺賑わい創出及び商
店街・駅利用者の利便を図るた
JR近永駅構内登記
9
め、JR所有の駅前広場の一部
調査測量委託業務
を購入することによる登記調査
測量業務を委託する。

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

Ｒ3.8.12～Ｒ
4.3.31

当町が進める高校魅力化プロジェクト
は、高校寮・公営塾設置・高校カリキュラ
ム改革など多岐に渡るため、高校教育に
1,639,000円 株式会社プリマペン
対する専門的知識と実績を有し、当町の 企画振興課
（500,000円） ギーノ
地域課題にも熟知したアドバイザーでな
ければ推進が困難であるため、当業者を
選定。

Ｒ3.9.1～Ｒ
3.12.31

当ワークショップの意見はビジョン策定に
大きく反映されることとなるため、、近永
1,419,000円 株式会社 矢野青山 駅周辺賑わい創出ビジョンにおけるIRC
企画振興課
（500,000円） 建築設計事務所
のアドバイザーとして参画し、都市計画分
野におけるワークショップ運営の経験も
豊富である当業者を選定。

Ｒ3.6.30～Ｒ
3.9.30

当調査士は、JRによる現地での分筆線
の設定協議などに立ち会っており、現地
の状況、JRとの協議経緯を熟知してお
企画振興課
り、円滑かつ確実な業務が実施できるた
め。

1,083,386円 金寄土地家屋調査
（500,000円） 士事務所

10

鬼北町ホームページの更新作
当該システムは、福泉株式会社 ネットク
鬼北町ホームページ
1,000,527円 福泉株式会社 ネッ
業、コンテンツ管理などの安定 Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31
ルー事業部のシステムのため、当業者以 企画振興課
保守業務委託
（500,000円） トクルー事業部
管理を図る業務
外に保守業者がいないため

11

インターネットを通じて中央省
ｉＪＡＭＰ行財政情報
庁、都道府県及び全国自治体
サービス
等の情報提供を受ける。

R3.4.1～R4.3.31

771,120円 株式会社時事通信
（500,000円） 社

情報提供サービスのため、その性質
上、競争入札に適しないため。

総務財政課

鬼北町役場庁舎昇
12 降機設備保守点検
委託業務

庁舎の昇降機は三菱電機が製造したも
建築基準法に定める定期点検
831,600円 三菱ビルテクノサー
Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31
のであり、他の業者ではメンテナンスが 総務財政課
の実施のため
（500,000円） ビス（株）四国支社
難しいため

自家用電気工作物
の保安管理業務

鬼北町役場の自家電気工作物
本庁等の電気工作物の保安管理委託
653,083円 一般社団法人 四国
の維持及び運用の監督業務を Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31
実績がある業者であり、保安管理に必要 総務財政課
（500,000円） 電気保安協会
円滑に行うため
な電気主任技術者を雇用している。

13

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

担当課

庁舎等に設置しているトイレ
599,940円 日本カルミック株式
シートクリーナー等の維持管理 Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31
（500,000円） 会社
及び消耗品交換のため

設置しているトイレシートクリーナーは、
契約業者が製造したものであり、製品の 総務財政課
仕様などにより他社では対応が難しい。

最高裁判所裁判官
15 国民審査用読取集
計機購入

今年度予定している衆議院議
員選挙における国民審査の集
計を行う

2,145,000円 アカマツ株式会社
（800,000円） 宇和島営業所

現在使用の集計機を取扱っている業者
は県内で他になく、メンテナンスも同業者
総務財政課
で行っており、開票会場で対応できる業
者が他にない。

公用車バス管理運
16 行業務
【単価契約】

運行1,100円
/h、宿泊費
公用車バスの管理運行業務の
12,000円/ 有限会社日吉タク
R3.4.1～R4.3.31
実施
日、駐車場 シー
5,000円/月
（500,000円）

町内タクシー事業者のうち、事業所位置
及び運転手確保の業務遂行体制から判 総務財政課
断し、他の事業者では対応が難しい。

14

トイレシートクリー
ナー等保守委託料

Ｒ3.7.26～Ｒ
3.8.25

GYOSEI例規執務サ
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
1,665,708円 株式会社ぎょうせい
17 ポートシステム使用
Ｒ3.4.1～R4.3.31
であり、同事業者からでなければ、使用 総務財政課
テム使用許諾
（500,000円） 四国支社
許諾
権の許諾が受けられないため。
例規集更新データ及
例規集更新データ及び例規集
18 び例規集追録作成
追録作成
業務

3,802,810円
鬼北町合併時に株式会社ぎょうせいに例
【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
Ｒ3.4.1～R4.3.31
総務財政課
の場合】 四国支社
託するのが最も適切かつ確実であるた
（500,000円）
め。

法令情報提供、法制執務相
19 法制ソフト支援業務
談、起案内容審査等

例規集更新データ及び例規集追録作成
814,815円 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
Ｒ3.4.1～R4.3.31
総務財政課
（500,000円） 四国支社
知している株式会社ぎょうせいに委託す
るのが最も適切かつ確実であるため。

20

鬼北町行政手続整
備更新業務委託料

法令や町例規の制定改廃に伴
い、行政手続制度の個票を更
新

Ｒ3.4.1～
R3.12.25

株式会社ぎょうせいの例規サポートシス
550,000円 株式会社ぎょうせい
テムにデータの登録を行っており、契約 総務財政課
（500,000円） 四国支社
の相手方が特定されるため。

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

担当課

鬼北地域情報通信
基盤維持管理業務

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
通信基盤の維持管理を目的と
して行う。

鬼北地域告知放送
システム保守業務

鬼北地域情報通信基盤整備
ＮＥＣネッツエスアイ
本業務は、システムを開発した日本電
事業で整備した鬼北地域告知
5,247,000円
R3.4.1～R4.3.31
株式会社 松山営業 気株式会社（ＮＥＣ）系列の保守専門業者 危機管理課
放送システムの保守を目的とし
（500,000円）
所
以外には実施できないため。
て行う。

鬼北地域情報通信
23 基盤設備告知端末
購入

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
ＮＥＣネッツエスアイ 定業者には、鬼北地域告知放送システ
1,850,200円
地域情報通信基盤に必要な告 R3.6.24～R4.1.7
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 危機管理課
（800,000円）
知端末を購入する。
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。

24 ＯＮＵ購入

予備機や代替機として、鬼北
三菱電機システム
4,389,000円
地域情報通信基盤に必要なＯ R3.6.24～R4.1.31
サービス株式会社
（800,000円）
ＮＵを購入する。
中四国支店

21

22

ＬＧ接続系等システ
ＬＧ接続系等インフラの稼働維
25 ムＳＥ稼働支援保守
持支援。
業務委託

情報通信基盤設備の主たる貸付事業
18,656,000円 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
R3.4.1～R4.3.31
危機管理課
（500,000円） ビ株式会社
あり、本業務は同事業者に受託させるこ
とが効率的かつ必要と判断したため。

当該機器は、鬼北地域情報通信基盤
設備の現構成上、品名型番が仕様書の
危機管理課
とおり指定され、三菱電機株式会社系列
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
せることが最も対応が早く効果的で安価
5,346,000円 株式会社四国日立
R3.4.1～R4.3.31
となる。（他社は保守のための調査等が 危機管理課
（500,000円） システムズ愛媛支店
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
ＬＧ接続系等システ
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
3,722,400円 株式会社四国日立
26 ムハード保守業務委
R3.4.1～R4.3.31
となる。（他社は保守のための調査等が 危機管理課
要な機器の保守業務。
（500,000円） システムズ愛媛支店
託
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

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

システム構築業者にシステム保守を任
ＬＧ接続系等システ
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
4,498,560円 株式会社四国日立
27 ムソフトウェア保守
R3.4.1～R4.3.31
となる。（他社は保守のための調査等が 危機管理課
要なソフトウェアの保守業務。
（500,000円） システムズ愛媛支店
業務委託
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。）

28

障害者福祉業務総
合支援ソフト利用

障害者福祉業務のためのソフト
633,600円
R3.4.1～R4.3.31
株式会社ニック
ウェアのライセンス契約
（500,000円）

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 危機管理課
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
全国瞬時警報システ
ＮＥＣネッツエスアイ せることが最も対応が早く効果的で安価
全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬ
934,560円
29 ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）保
Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31
株式会社松山営業 となる。（他社は保守のための調査等が 危機管理課
ＥＲＴ）の定期点検。
（500,000円）
守点検業務
所
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。）
同報系防災行政無
30
線保守点検業務

同報系防災行政無線の保守点
1,570,800円 株式会社日立国際
Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31
検。
（500,000円） 電気四国支店

1,500,400円 株式会社日立国際
Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31
（500,000円） 電気四国支店

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
危機管理課
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。）

経年劣化した同報系防災行政
738,430円 株式会社日立国際
無線発電機のバッテリー交換 R3.7.27～3.12.24
（500,000円） 電気四国支店
及び屋外子局の修繕。

構築業者に委託す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
危機管理課
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。）

同報系防災行政無
経年劣化した同報系防災行政
31 線バッテリー交換業
無線のバッテリー交換。
務
同法系防災無線中
32 継局発電機及び屋
外子局修繕業務

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
危機管理課
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。）

鬼北地域情報通信基盤整備
鬼北地域情報通信
事業で整備した鬼北地域情報
33 基盤設備課金システ
通信の接続状況管理を目的と
ム更新委託業務
して行う。

R3.8.23～
R3.11.30

1,760,000円
株式会社ダック
（500,000円）

システム開発者の株式会社ダックに受
託させることが効率的かつ不具合防止へ 危機管理課
の最良の方法であるため。

番号

契約名称

概 要

契約金額
（限度額）

期 間

令和3年度通信系光 令和3年度通信系光送出設備
34 送出設備更新工事 更新工事の円滑で適切な施工
施工監理業務
を図るため監理する。

R3.9.6～R4.3.31

インフルエンザ予防
インフルエンザ予防ワクチン
35 ワクチン購入事業
の購入に関する契約
【単価契約】

Ｒ3.9.26～
4.3.31

鬼北町立北宇和病
36 院遺伝子検査装置
購入業務

契約相手方

10,142,000円
株式会社ダック
（500,000円）
Ｒ 2，700円/1ml アイワク産業
(500,000円) 株式会社

契約の相手方とした理由

担当課

当該工事設計を行い、設計内容を熟知
している株式会社ダックが施工監理する 危機管理課
ことで円滑な工事施工となるため。
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。

新型コロナウイルス感染症対策で早急に
コロナウィルス等の感染検査を
1,463,000円 株式会社アスティス
R3.5.7～R3.5.28
整備する必要があり、5月中に納品が可 保健介護課
行うための装置購入
（800,000円） 宇和島支店
能であるため。

鬼北町立北宇和病
37 院蒸気ボイラ更新工 蒸気ボイラの更新
事

R3.4.23～R3.7.30

3,454,000円
（1,300,000 株式会社ヨコハタ
円）

鬼北町立北宇和病
38 院ベッドパンウォッ
シャー購入業務

ベッドパンウォッシャーの更新

R3.6.15～R3.6.30

1,210,000円 株式会社エヒメ医療 医療機器の取り扱いを行っているおり、6
保健介護課
（800,000円） 器
月中の納品が可能であるため。

鬼北町立北宇和病
39 院電話設備更新業
務

電話設備の更新

9,163,000円 四国通建株式会社
R3.6.22～R4.1.31
（800,000円） 宇和島営業所

既存設備の環境構築業者が実施するこ
とで、基礎調査等の業務を省くことがで
保健介護課
き、最も効果的かつ安価で早急に実施で
きるため。

鬼北町立北宇和病
40 院自動火災報知設
備等更新工事

自動火災放置設備等の更新

R3.7.6～R3.11.30

9,130,000円
（1,300,000 株式会社四国消防
円）

現在の火災報知設備を管理・点検してお
保健介護課
り、至急更新が必要なため。

ごみ収集運搬業務
41
委託契約

鬼北町民から排出される一般
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

R3.4.1～
Ｒ4.3.31

現在の蒸気ボイラを保守管理しているほ
か、契約実績があり履行が確実で、至急 保健介護課
更新が必要なため。

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
規定する一般廃棄物の収集、運搬、処分
58,406,700円 有限会社 大幸ｸﾘｰ
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） ﾝ
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。

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

担当課

粗大ごみ処
理後残渣1㎥
当り22,000円
（税抜）
年間見込み 株式会社西田興産
60㎥で
1,452,000円
（税込）
（500,000円）

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
規定する一般廃棄物の収集、運搬、処分
等の委託の基準に適合する業者である 環境保全課
ことが必要であり、契約内容の特殊性に
より相手方が特定されるため、該当業者
を選定し契約した。

処理手数料
・町内のし尿及び浄化槽汚泥を
鬼北町し尿及び浄化
１５７円/18㍑
収集及び汚泥再生処理セン
槽汚泥収集運搬及
年間見込 有限会社広見衛生
43
ターまでの運搬業務。
R3.4.1～R4.3.31.
び処理手数料徴収
8,918,064㍑ 社
・し尿及び浄化槽汚泥処理にか
業務委託契約
77,785,336円
かる処分手数料の徴収業務。
(500,000円)

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条
環境保全課
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
14条で定めら 有限会社広見衛生
れた単価(157 社
円/18L）
年間見込
1,270,000ℓ
11,077,000円
（500,000円）

鬼北町における汚泥の引抜・運搬が同時
環境保全課
にできる資格を有する業者のため。

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

浄化槽汚泥引抜業
44
務請負契約

農業集落排水処理施設及び農
業集落排水事業特別会計で管
理する浄化槽から排出される汚
泥引抜を行う業務

R3.6.29～
Ｒ4.3.31

R3.4.19～
R4.3.31.

番号

契約名称

契約金額
契約相手方
（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)
有限会社広見衛生
1,800㍑を超 社
える場合は18
㍑につき40円
(税抜)
年間見込
1,549,600ℓ
17,304,090円
（500,000円）

概 要

期 間

鬼北町戸別合併処
45 理浄化槽汚泥引抜
業務委託契約

公共浄化槽等整備推進事業に
て整備した浄化槽の汚泥引抜
を行う業務

R3.4.1～
R4.3.31

日吉夢産地電気自
46 動車急速充電器保
守点検業務

道の駅日吉夢産地へ設置して
いる電気自動車急速充電器の R3.4.16～R6.2.4 1,527,900円 JFEテクノス株式会
包括的な保守業務を行い、適 （長期継続契約） （500,000円） 社
切な管理運営を行う。

道の駅広見森の三角ぼうしへ
広見森の三角ぼうし
設置している電気自動車急速 R3.4.16～R6.2.4 1,527,900円 JFEテクノス株式会
47 電気自動車急速充
充電器の包括的な保守業務を （長期継続契約） （500,000円） 社
電器保守点検業務
行い、適切な管理運営を行う。
平成25年度及び26年度に導入
日吉夢産地産直シ した産直システムのサーバ及
R3.8.24
3,586,000円
48
株式会社愛媛電算
ステム更新業務
び管理者端末の入替等を行う
～R3.12.24
（500,000円）
業務
49

平成26年度に導入した産直シ
森の三角ぼうし産直
ステムのサーバ及び管理者端
システム更新業務
末の入替等を行う業務

R3.8.24
～R3.12.24

3,806,000円
株式会社愛媛電算
（500,000円）

契約の相手方とした理由

担当課

鬼北町における汚泥の引抜・運搬が同時
環境保全課
にできる資格を有する業者のため。

当急速充電器はJFEテクノス株式会社が
製造したものであり、当業者以外に保守 農林課
業者が無いため。
当急速充電器はJFEテクノス株式会社が
製造したものであり、当業者以外に保守 農林課
業者が無いため。
当産直システムは株式会社愛媛電算が
導入したシステムであり、他の業者では 農林課
対応できないため。
当産直システムは株式会社愛媛電算が
導入したシステムであり、他の業者では 農林課
対応できないため。

番号

契約名称

不動産表示登記に
かかる測量業務委
50
託
【単価契約】

概 要

期 間

契約金額
（限度額）

契約相手方

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
137,368円～ 公益財団法人 愛媛
登記を行うため、土地の調査・ R3.4.1～Ｒ3.9.30 1,123,388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。

老朽化等により補修が必要と
(3)鬼北町トンネル補
なったトンネルについて補修工
51 修調査設計委託業
事の基礎資料となる調査設計
務
を委託。

R3.6.14～Ｒ
3.10.29

契約の相手方とした理由

担当課

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。

鬼北町トンネル定期点検委託業務を受
㈱富士建設コンサル
990,000円
注しており、設計項目や諸経費の軽減が 建設課
タント
（500,000円）
見込まれるため有利である。

学校給食センターボ 学校給食センター設備設置した
691,680円 三浦工業株式会社
52 イラー設備保守点検 ボイラーメーカーによる設備保 R3.4.1～R4.3.31
（500,000円） 宇和島営業所
委託業務
守点検

ボイラーの製造元であり、保全や管理に
教育課
かかるコストを削減できる。また他に当ボ
（給食センター）
イラーの取扱業者がいないため。

令和3年度町内遺跡
町内遺跡発掘調査の測量・図
発掘調査事業 遺構
53
化作業効率化のためのシステ
実測支援システム
ムリース
リース業務

54

55

鬼北町立学校情報
教育機器保守業務

鬼北町郷土の偉人
マンガ執筆業務

情報教育機器の保守業務

R3.4.1～R4.3.31

1,151,040円
株式会社ジツタ
（400,000円）

出品メーカーによりデータ使用やその他
の機能にセキュリティーがかけられた特
殊なソフトウェアであり、現在保有する
教育課
データの利用に関して代替品がなく、リー
ス取扱業者は県内では同社のみに限ら
れるため。

R3.4.1～R4.3.31

17,067,710円 四国通建株式会社
（500,000円） 宇和島営業所

既存システムの構築業者であり、当該業
教育課
者以外に作業可能な業者が無いため。

偉人マンガ製作に係るマンガの
1,900,000円
R3.7.1～R4.2.10
上田有香里
執筆
（500,000円）

本事業は自治体あるいは都道府県ゆか
りのマンガ家が執筆することが要件と
なっており、現在日吉地区で執筆活動を 教育課
行っているマンガ家が同者のみであるた
め。

設計業者であり、設計の意図を工事へ正
鬼北町立広見中学
鬼北町立広見中学校校舎解体
4,200,000円 ㈱レーモンド設計事 確に反映でき、また設計業務と監理業務
56 校校舎解体工事（Ⅰ
R3.7.7～R3.9.30
教育課
工事（Ⅰ期）の監理委託業務
（500,000円） 務所
を同一業者とすることで責任の所在が明
期）監理委託業務
確になるため。

番号

契約名称

概 要

契約金額
（限度額）

期 間

契約相手方

契約の相手方とした理由

担当課

史跡等妙寺旧境内
57 ガイダンス施設建設 d
工事監理業務

R3.9.16～R4.3.26

11,090,420円 ㈱歴史環境計画研
（500,000円） 究所

設計業者であり、設計の意図を工事へ正
確に反映でき、また設計業務と監理業務
教育課
を同一業者とすることで責任の所在が明
確になるため。

鬼北町立中学校教
師用指導書購入

R3.4.1～R3.4.7

3,810,400円 北宇和郡教科図書
（800,000円） 販売㈲

販売及び購入が制限されており、町内の
中学校は当該業者以外からは購入でき 教育課
ないため。

胃がん検診
5,500円／
小中学校児童生徒
人
公益財団法人
町内小中学校児童生徒及び教
59 及び教職員の検診・
R3.4.1～R4.3.31 等各健診項 愛媛県総合保健協
職員の検診及び検査の実施
検査事業
目
会
単価契約
（500,000円）

契約内容の特殊性から契約の相手方が
教育課
特定されるため。

58

中学校教師用の指導書購入

4,928,000円
文化財PR事業等妙
うち、R3年度
公募型プロポーザル方式により企画提案
等妙寺の歴史をわかりやすく伝
株式会社ぎょうせい
60 寺マンガ制作委託業
R3.8.13～R5.3.31 分1,980,000
を募集し、審査結果により契約の相手方 教育課
えるマンガの制作
四国支社
務
円
を特定したため。
（500,000円）
61

R . . ～R . .
（

）

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

契約名称

概 要

和式便器を洋式便器に改修
し、排出物等の飛散防止を図る
ほか、便器の自動洗浄、手洗
成川渓谷公衆トイレ い設備の自動水栓など非接触
1
改修工事
型のトイレ設備に改修すること
により、ウイルス感染リスクの
低減、管理者及び利用者健康
被害の防止を図る。
ポケットエコー購入
2
業務

ポケットエコー購入（日吉、三島
各1台づつ）

契約金額
（限度額）

期 間

R3.6.1 ～
R3.9.30

Ｒ3.8.26～Ｒ
3.9.10

契約相手方

契約の相手方とした理由

担当課

感染対策に対応するための緊急調達
1,764,895円
有限会社 セイケ電 事由であるため、競争入札によらず取引
（1,300,000
企画振興課
設
実績のある６業者を選定し、低額見積者
円）
を契約の相手方とし選定。

1,941,500円
（株）サンメディカル
（800,000円）

緊急を要する感染拡大防止のためのワ
イヤレスエコーを購入するため、的確で
信頼できる業者である。

町民生活課

新型コロナウイルス感染症に係
庁舎執務室飛沫感
新型コロナウイルス感染症の再拡大に
る庁舎内執務室で対面箇所の
530,200円 株式会社コーノ・ディ
3 染防止アクリルパネ
R3.7.12～R3.8.12
備えるため、早急に設置するひつようが 総務財政課
飛沫感染防止用アクリルパネ
（500,000円） レクション
ル購入業務
あるため
ル購入
令和3年7月17日から18日にか
令和3年梅雨前線豪
けての梅雨全豪雨により被災し
雨災害農地・農業用
4
た農地2箇所、農業用施設2箇
施設測量設計委託
所の計4箇所の測量設計委託
業務
業務
5

6

7

R3.8.13～
R3.12.17

2,200,000円 有限会社高田測量
（500,000円） 設計事務所

R . . ～R . .
（

）

（

）

（

）

R . . ～R . .

R . . ～R . .

災害復旧工事の測量設計委託であり、
緊急の対応が必要であるため。

農林課

