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

町知名度の向上及び誘客の増
加をはかる

H31.4.26～
R2.3.31

契約金額
（限度額）

契約相手方

情報誌ナビゲーターを務める鬼北町観光
株式会社 愛媛リビ
2,883,600円
大使が所属する事務所と契約相手方は
ング新聞社
（500,000円）
提携しているため当業者を選定。

1

鬼北町観光情報誌
作成委託

2

松山空港2階搭乗口に設置して
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 H31.4.1～R2.3.31 648,600円
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
3
業務

契約の相手方とした理由

担当課

企画振興課

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。

企画振興課

町内タクシー事業者のうち、契約相手方
交通弱者等を支援し、町内公共
5,400,864円 有限会社 広見タク 以外の事業者は当事業に参入する意思
R1.5.13～R2.3.31
交通の向上を図る
（500,000円） シー
が無く、当業者以外に業者がいないた
め。

企画振興課

4

鬼北町観光パンフレ 既存パンフレツトの増刷をする
ツト在版増刷業務
もの

H31.4.5～R1.7.31

1,134,000円 株式会社 愛媛リビ 当パンフレットの作成業者が契約相手方
（500,000円） ング新聞社
であるため当業者を選定。

企画振興課

5

鬼北町ホームページの更新作
鬼北町ホームページ
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

H31.4.1～R2.3.31

990,950円
福泉株式会社
（500,000円）

当該システムは、当業者以外に保守業者
がいないため

企画振興課

「でちこんか2019」邦
町イベントにゲストを招へいし、
6 楽ライブインきほく出
集客力の向上を図る
演契約

R1.10.12

900,000円
太鼓集団 天邪鬼
（500,000円）

例年、当イベントのメインゲストをつとめて
いるほか、当ゲスト目当ての来場者も多
数であるため当ゲストを選定。

企画振興課

「でちこんか2019」邦
町イベントにゲストを招へいし、
7 楽ライブインきほく出
集客力の向上を図る
演契約

R1.10.12

招へい希望ゲストが所属する事務所と契
594,000円 有限会社 アイアル・
約相手方は提携しているため当業者を選
（500,000円） オーエン
定。

企画振興課

「でちこんか2019」
8 ジャンボきじ鍋調理
等業務

R1.10.13

600,000円
鬼北町商工会
（500,000円）

町内でジャンボきじ鍋を調理できる機器を
有している業者は他になく、例年当業者
に委託しており履行が確実なため。

企画振興課

ジャンボきじ鍋を来場者に無料
配布し、町特産品の無料啓発を
はかる。

「鬼のお太鼓コンテ
スト・でちこんか2019 当イベントにかかる照明設備一
9
前夜祭」照明設備設 式の設営及撤去並びに運営。
置等業務

R1.10.11～
R1.10.13

当イベントにおけるステ－ジ設営及び音
982,800円 有限会社 アイアル・ 響設置運営を受託している業者であり、
（500,000円） オーエン
密な連携が図れるほか、円滑なステージ
運営が可能なため、当業者を選定。

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

鬼北町役場昇降機
10 設備保守点検業務
委託契約

建築基準法に定められた定期
点検の実施のため

鬼北町職員定期健
11 康診断業務委託契
約

16,260円/人
受診予定者
職員の定期健康診断実施のた
社会福祉法人旭川
R1.8.27～R2.3.31
数211人
めの業務
壮
3,430,860円
（500,000円）

過去の契約実績からも履行が正確・確実
と見込まれる。
また、診断も北宇和病院内で実施できる
ため、勤務する職員の移動等の面におい
ても有利である。

総務財政課

H31.4.1～R2.3.31

設置されているエレベータの製造は三菱
824,040円 三菱電機ビルテクノ
電機によるもので、構造・仕様等に精通し
（500,000円） サービス株式会社
ており他社によることが難しいため。

担当課

総務財政課

12

自家用電気工作物
の保安管理業務

電気工作物の工事、維持管理
に関する保安管理の業務

H31.4.1～R2.3.31

647,146円 一般財団法人四国
（500,000円） 電気保安協会

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、電気技術主任者
を雇用し迅速に対応できる業者を選定

総務財政課

13

自家用電気工作物
の保安管理業務

電気工作物の工事、維持管理
に関する保安管理の業務

H31.4.1～R2.3.31

647,146円 一般財団法人四国
（500,000円） 電気保安協会

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、電気技術主任者
を雇用し迅速に対応できる業者を選定

総務財政課

iJAMP行財政情報
14
サービス

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

15

鬼北地域情報通信
基盤維持管理業務

16

鬼北地域告知放送
システム保守業務

17 ＯＮＵ購入

中央官庁、都道府県、全国の地方自治体
778,260円
の行財政情報の提供を受けるサービス
株式会社時事通信社
H31.4.1～R2.3.31
（500,000円）
業務であり、他に情報提供できる業者が
ないため。
鬼北地域情報通信基盤整備事
情報通信基盤設備の主たる貸付事業
Ｈ31.4.1～
18,316,800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
業で整備した鬼北地域情報通
R2.3.31
（500,000円） ビ株式会社
信基盤の維持管理を目的として
あり、本業務は同事業者に受託させるこ
行う。
とが効率的かつ必要と判断したため。
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
Ｈ31.4.1～
5,151,600円
事業で整備した鬼北地域告知
株式会社 松山営業 気株式会社（ＮＥＣ）系列の保守専門業者
R2.3.31
（500,000円）
放送システムの保守を目的とし
所
以外には実施できないため。
て行う。
当該機器は、鬼北地域情報通信基盤設
予備機や代替機として、鬼北
三菱電機システム
R1.7.3～
2,824,848円
備の現構成上、品名型番が仕様書のとお
地域情報通信基盤に必要なＯ
サービス株式会社
R2.2.29
（800,000円）
り指定され、三菱電機株式会社系列でな
ＮＵを購入する。
四国支店
ければ生産できないため。

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
18 基盤設備告知端末
購入

概 要

期 間

契約金額
（限度額）

契約相手方

予備機や代替機として、鬼北
地域情報通信基盤に必要な告
知端末を購入する。

R1.5.17～
R1.9.10

ＮＥＣネッツエスアイ
1,566,000円
株式会社 松山営業
（800,000円）
所

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

H31.4.1～
H32.3.31

5,248,800円 株式会社四国日立
（500,000円） システムズ愛媛支店

ＬＧ接続系等システ
ＬＧ接続系等システム稼働に必
20 ムハード保守業務委
要な機器の保守業務。
託

H31.4.1～
H32.3.31

2,715,120円 株式会社四国日立
（500,000円） システムズ愛媛支店

ＬＧ接続系等システ
21 ムソフトウェア保守
業務委託

H31.4.1～
H32.3.31

3,565,944円 株式会社四国日立
（500,000円） システムズ愛媛支店

基幹系ｼｽﾃﾑﾊｰﾄﾞｳｪ
基幹系ｼｽﾃﾑで使用するﾊｰﾄﾞｳｪ
22 ｱ保守及びｿﾌﾄｳｪｱ
ｱ及びｿﾌﾄｳｪｱの保守。
保守業務

H31.4.1～
H32.2.29

9,679,230円
株式会社愛媛電算
（500,000円）

全国瞬時警報システ
全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬ
23 ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）保
ＥＲＴ）の定期点検。
守点検業務

H31.4.1～
H32.3.31

ＮＥＣネッツエスアイ
934,560円
株式会社松山営業
（500,000円）
所

H31.4.1～
H32.3.31

1,512,000円 株式会社日立国際
（500,000円） 電気愛媛営業所

24

同報系防災行政無
線保守点検業務

ＬＧ接続系等システム稼働に必
要なソフトウェアの保守業務。

同報系防災行政無線の保守点
検。

契約の相手方とした理由
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、選定
業者には。鬼北地域告知放送システム保
守業務を依頼しており、別業者から告知
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。
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。）

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

総務財政課

番号

契約名称

概 要

GYOSEI例規執務サ
GYOSEI例規執務サポートシス
25 ポートシステム使用
テム使用許諾
許諾

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

1,635,420円

H31.4.1～R2.3.31

株式会社ぎょうせいが開発したシステム
株式会社ぎょうせい
であり、同事業者からでなければ、使用
四国支社
（500,000円）
権の許諾が受けられないため。

3,733,730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
H31.4.1～R2.3.31
四国支社
の場合】
託するのが最も適切かつ確実であるた
（500,000円）
め。
例規集更新データ及び例規集追録作成
800,000円
法令情報提供、法制執務相談、
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
27 法制ソフト支援業務
H31.4.1～R2.3.31
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。
法令や町例規の制定改廃に伴
540,000円
株式会社ぎょうせいの例規執務サポート
鬼北町行政手続整
H31.4.1～
株式会社ぎょうせい
28
い、行政手続制度の個票を更
システムにデータの登録を行っており、契
備更新業務
R1.12.25
四国支社
新
（500,000円）
約相手方が特定されるため。
例規集更新データ及
例規集更新データ及び例規集
26 び例規集追録作成
追録作成
業務

29

鬼北町文書管理改
善支援業務

文書管理及び文書取扱規程の
見直し

3,218,400円
R1.7.1 ～R2.3.31
（500,000円）

鬼北町防災拠点施
30 設新築工事設計監
理委託業務

防災拠点施設新築工事の設計
6,156,000円
R1.5.10～R2.3.25
及び監理業務
（500,000円）

平成31年度地方税
電子申告ＡＳＰサー
31
ビス運用業務に係る
契約

eLTAX ASPサービス（年金特
徴・電子申告・国税連携・共通
2,662,380円
Ｈ31.4.1～R2.3.31
納税）の運用業務及びシステム
（500,000円）
の使用

住民税システム改造
住民税システム賦課のための
32 （平成31年度税法改
法改正の反映
正対応）業務

担当課

H31.4.1～
H31.5.31

鬼北町の例規集を継続的に維持管理し
株式会社ぎょうせい
ており、文書取扱規程をはじめとして関係
四国支社
規程に精通しているため。
文化財である庁舎とレーモンド思想を反
映させた別館の並びに新築する建物であ
り、これまで一連の庁舎再生に係る様々
株式会社松浦設計 な議論を重ね検討してきたプロセスを十
分理解し、監修委員の視点から意匠等に
配慮した設計のできる業者は他に無いた
め
当町のＡＳＰサービスは、株式会社愛媛
株式会社 日立シス 電算のeLTAXベンダ契約をしている日立
テムズ 中国支社
システムズが担当しており、契約の相手
先が特定されるため。

当町の電算システムは株式会社愛媛電
777,600円
株式会社 愛媛電算 算が開発しており、契約の相手先が特定
（500,000円）
されるため。

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

町民生活課

町民生活課

番号

契約名称

概 要

ソリューションサービ
eLTAXシステム共通納税設定
33 ス業務（eLTAXシス
業務
テム共通納税設定）

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

当町のＡＳＰサービスは、株式会社愛媛
1,080,000円 株式会社 日立シス 電算のeLTAXベンダ契約をしている日立
R1.7.22～R1.9.30
（500,000円） テムズ 中国支社
システムズが担当しており、契約の相手
先が特定されるため。

路線価算出及び画
LGWAN-ASPを利用した画地計
34 地計測システム保守
H31.4.1～R2.3.31
測システム運用保守業務
運用業務

町民生活課

当町の戸籍システムは日立製作所製で
あり、株式会社愛媛電算が県内の戸籍シ
ステム保守業務について日立製作所と委
4,970,400円
託契約を締結しており、当該システムを
Ｈ31.4.1～R2.3.31
株式会社 愛媛電算
（500,000円）
保守できる唯一の業者である。また、同
社よりシステムエンジニアが常駐してお
り、障害発生時等にも迅速な対応が可能
であるため。

町民生活課

戸籍システム保守業 戸籍システム機器及びソフト
務
ウェアの保守管理

36

標準システム導入に必要な自
本業務は既存システムの改修となり、既
市町村事務処理標
27,162,000円
庁システム改修、ミドルウェア整 R1.7.16～R2.3.31
株式会社 愛媛電算 存システム構築業者に実施させることが
準システム導入業務
（500,000円）
備、クラウド環境構築
最も効率的、安価となるため。

愛治診療所レセプト
システム機器が5年経過したこ
38 電算処理システム業
とによるリプレイス業務
務

町民生活課

当該システムは、株式会社パスコ固有の
システムのため、当業者以外に保守業者
がいないため。

1,080,000円
株式会社 パスコ
（500,000円）

35

三島診療所レセプト
システム機器が5年経過したこ
37 電算処理システム業
とによるリプレイス業務
務

担当課

R1.6.24～R1.9.18

R1.6.24～R1.9.18

町民生活課

1,026,000円 （株）ファルコバイオ
（500,000円） システムズ

当業者は、現行の契約業者であり、「日
医標準レセプト」を採用し日本医師会のIT
認定サポート事業所であることから、現在
使用データ全てを短期間で一括移行でき
るため。

町民生活課

1,350,000円 （株）ファルコバイオ
（500,000円） システムズ

当業者は、現行の契約業者であり、「日
医標準レセプト」を採用し日本医師会のIT
認定サポート事業所であることから、現在
使用データ全てを短期間で一括移行でき
るため。

町民生活課

番号

契約名称

鬼北町立北宇和病
院特殊建築物定期
39
調査報告書作成業
務

概 要
建築基準法による特殊建築物
調査報告書作成業務

地域包括支援セン
介護予防ケアマネジメント事
40 ター管理システム賃 務処理を実施するためのハード
貸借
ウェアとソウトウェアの賃貸借。

期 間

R1.6.25～R1.9.20

Ｈ29.4.1～
Ｈ34.3.31
（5年契約）

介護保険法第58条第1項に規
介護予防支援・介護
定する指定する指定介護予防
予防ケアマネジメント
41
支援及びその他関連法令に規
業務
定する介護予防ケアマネジメン
【単価契約】
ト業務

Ｈ31.4.1～
R2.3.31

介護保険システム改
消費税率変更に伴うシステム改
42 修（消費税引き上げ
修
対応）業務

R1.9.20～
R2.3.31

契約金額
（限度額）

契約相手方

契約の相手方とした理由

北宇和病院の改修等の設計・監理をして
松山市西石井５丁目
540,000円
きた業者であり、建築設計データを保管
2番26号
（500,000円）
し、当病院の建築及び改修時の設計に精
株式会社中央設計
通している。

保健介護課

平成24年度から平成29年度まで当業者
のシステムを使用しており引き続き当業
者でなければ業務に支障があるため選
定。

保健介護課

居宅介護支援事業所として実績があり
平成18年度以降に介護支援専門員実務
研修を終了した介護支援専門員又は都
道府県若しくは政令指定都市が実施する
新予防給付ケアマネジメント従事者研修
を終了した介護支援専門員が所属する指
定居宅支援事業所で委託業務の履行が
確実と認められる。町外事業所との契約
については29年度から引き続き町外で
サービスを利用するため継続契約が必要
である。

保健介護課

当業者のシステムを使用しており引き
続き当業者でなければ業務に支障がある
ため。

保健介護課

保健介護課

73,008円/月
株式会社愛媛電算
（500,000円）

4,300円/
月
初回加算・連
携加算時
7,300円/月
（500,000円）

鬼北町社会福祉協
議会
指定居宅介護支援
事業所たんぽぽ
介護サービスゆう
居宅介護支援事業
所アシスト
ケアプランすみれ
居宅介護支援事業
所つむぎ
居宅支援事業所ハッ
ピー愛媛

1,364,000円
株式会社愛媛電算
（500,000円）

鬼北町精神障害者小規模作
業所の製品販売業務及び通所
者への賃金支払い業務等を委
託し、通所者の自立支援を行
う。

Ｈ31.4.1～
R2.3.31

以前より販路拡大と通所者の賃金支払
120円/1時間 精神保健ボランティ 業務について委託しており、利用者から
（500,000円） アグループ「つつじ」 の信頼も厚く、業務内容に精通している
ため。

健康診査、各種がん
健康診査、各種がん検診、肝
検診、肝炎ウイルス
44
炎ウイルス検査及び結核検診
検査及び結核検診
業務を実施するため委託
業務

Ｈ31.4.1～
R2.3.31

98円/回～
愛媛県厚生農業協
7,497円/回
同組合連合会
（500,000円）

鬼北町精神障害者
小規模作業所製品
43
販売及び賃金支払
い業務

担当課

検査体制、検査技術、検査結果集計、
報告、セキュリティーに優れた健康診断
業務を実施できるのは、県内で2業者に
限られるため。

保健介護課

番号

契約名称

契約金額
（限度額）

概 要

期 間

健康診査、各種がん検診、肝炎
ウイルス検査及び結核検診業
務を実施するため委託

Ｈ31.4.1～
R2.3.31

98円/回～
愛媛県総合保健協
7,497円/回
会
（500,000円）

検査体制、検査技術、検査結果集計、
報告、セキュリティーに優れた健康診断
業務を実施できるのは、県内で2業者に
限られるため。

保健介護課

妊婦・乳児健診及び3歳児視
聴覚健康診査を業務委託し個
別健診を実施。

Ｈ31.4.1～
R2.3.31

社団法人愛媛県医
2,000円/回～
師会
17,730円/回
県内3助産院
（500,000円）

契約方法が県下統一となっており、相
手方が特定されるため

保健介護課

定期予防接種ワクチ
定期予防接種に伴うワクチン
47 ン購入事業
の購入に関する契約
【単価契約】

Ｈ31.4.1～
R2.3.31

株式会社よんやく
見積もりでは複数の業者を選定し、法
1,290円/回～ アイワク産業株式会 令で定められた定期予防接種ワクチンす
12,000円/回 社
べての見積もりを依頼している。徴した見
（500,000円） 株式会社アスティス 積もりからワクチンごとに最も安価な業者
四国アルフレッサ
と単価契約しているため。

保健介護課

個別予防接種委託
48 事業
【単価契約】

個別予防接種業務を委託し、
定期予防接種を医療機関で実
施する。

Ｈ31.4.1～
R2.3.31

宇和島圏域において、Ａ類の予防接種
3,510円/回～
一般社団法人 宇和 の可能な医院は宇和島医師会に属して
7,095円/回
島医師会
いることから、契約相手が特定されるた
（500,000円）
め。

保健介護課

定期予防接種委託
49 事業（Ａ・Ｂ類）
【単価契約】

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。

Ｈ31.4.1～
R2.3.31

4,990円/回～
社団法人愛媛県医
16,753円/回
師会
（500,000円）

県下統一の委託先（愛媛県医師会）とな
ることから、契約相手が特定されるため。

保健介護課

Ｈ31.4.17～
R2.3.31

町が計画した事業であり、同計画に基づ
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
7,000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
（500,000円）
成を目的で実施している事業で、これま
恵・兵頭紳吾
での実績があり履行が確実と判断される
ため。

保健介護課

健康診査、各種がん
検診、肝炎ウイルス
45
検査及び結核検診
業務
妊婦一般健康診査、
乳児一般健康診査、
46 三歳児視聴覚精密
健康診査事業
【単価契約】

介護予防運動教室 高齢者の筋力強化の運動や体
50 （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。

契約相手方

契約の相手方とした理由

担当課

番号

契約名称

ごみ収集運搬業務
51
委託契約

概 要

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み
52 み処理後残渣）処分 の分別処理後に生ずる残渣を
業務
処分業務

53

一般廃棄物（粗大ご 鬼北町から排出される粗大ごみ
み）運搬処理業務
の分別処理後の運搬業務

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

H31.4.1～
Ｒ2.3.31

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
66,627,360円
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
（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。

環境保全課

H31.4.17～
Ｒ2.3.31

粗大ごみ処
理後残渣1㎥
当り21,000円
（税抜）
年間見込み 株式会社西田興産
30㎥で
630,000円（税
抜）
（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。

環境保全課

Ｒ1.6.3～
Ｒ2.3.31

環境ｾﾝﾀｰ運
搬1㎥当たり
2,000円（税
抜）
西田興産運
搬1㎥当たり
4,000円（税
㈱ｲﾅﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
抜）
年間見込み
環境運搬150
㎥、西田興産
30㎥
420,000円（税
抜）
（500,000円）

当業務は、一般廃棄物（粗大ごみ）の運
搬車両として、塵芥車とダンプを保有し、
尚且つ分別処理に必要な積替え・保管場
所を保有している業者であることが必要
であるため、契約内容の諸条件により相
手方が特定されるため、該当業者を選定
し契約した。

環境保全課

番号

契約名称

概 要

契約金額
（限度額）

契約の相手方とした理由

担当課

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
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。

環境保全課

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
条で定められ
た単価（9月
末まで155円
/18L、10月1
日以降157円
農業集落排水処理施設及び農
/18L）
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
有限会社広見衛生社
H31.4.8～R2.3.31. 年間見込
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。
1,314,000ℓ
泥引抜を行う業務
11,534,000円
（500,000円）
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
える場合は18
㍑につき40円
(税抜)

環境保全課

・町内のし尿及び浄化槽汚泥を
鬼北町し尿及び浄化 収集及び汚泥再生処理セン
槽汚泥収集運搬及 ターまでの運搬業務。
54
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
かる処分手数料の徴収作業業
務。

期 間

処理手数料
155円／18㍑
H31.4.1～
Ｒ2.3.31

年間見込 有限会社広見衛生
9,042,822ℓ、 社
77,868,745円
（500,000円）

55

浄化槽汚泥引抜業
務請負契約

契約相手方

番号

契約名称

鬼北町戸別合併処
56 理浄化槽汚泥引抜
業務委託契約

概 要

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

期 間

H31.4.1～
R2.3.31

契約金額
（限度額）

契約相手方

契約の相手方とした理由

汚泥引抜料
155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
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
1,418,793ℓ

担当課

環境保全課

15,606,723円
（500,000円）

当業者は鬼北熟成きじの生産・加工・販
売を行っており、「鬼北熟成きじ」を主とし
6,000,000円 一般社団法人 鬼北
H31.4.1～R2.3.31
た農林産物のブランド化、販売販路開
（500,000円） 町農業公社
拓、商品開発を推進するため、実績のあ
る業者を選定した。

農林課

日吉夢産地産直
消費税率引き上げに伴う産直
当該産直システムは平成26年度に当業
1,112,400円
58 POSシステム更新業 POSシステムの税率改正及び R1.7.22～R1.9.30
株式会社 愛媛電算 者へ委託し導入したシステムであり、他の
（500,000円）
務
軽減税率対応に係る更新業務
業者では更新が不可能であるため。

農林課

森の三角ぼうし産直 消費税率引き上げに伴う産直
当該産直システムは平成26年度に当業
1,188,000円
59 ＰＯＳシステム更新 POSシステムの税率改正及び R1.7.22～R1.9.30
株式会社 愛媛電算 者へ委託し導入したシステムであり、他の
（500,000円）
業務
軽減税率対応に係る更新業務
業者では更新が不可能であるため。

農林課

鬼北町立小学校衛
60 生設備改修工事監
理業務

教育課

57

鬼北町特産品需要
促進業務

町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。

鬼北町立小学校衛生設備改修
工事の監理業務

R1.7.8～R1.9.30

2,700,000円
株式会社松浦設計
（500,000円）

当該工事設計を行い、設計内容を熟知し
ている設計業者と契約を行うことで、円滑
に工事施工が出来るため。

番号

契約名称

概 要

史跡等妙寺旧境内
史跡等妙寺旧境内ガイダンス
61 ガイダンス施設実施
施設実施設計業務
設計委託業務

期 間

契約金額
（限度額）

契約相手方

株式会社歴史環境
R1.6.27～R2.3.19 9,993,200円
計画研究所
（500,000円）

平成30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
1,249,000円 株式会社地域科学
62
会計統一モデルによる財務書 H31.4.1～Ｒ2.3.19
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
地方公会計財務書 地方公会計統一モデルによる
55,080円/月 株式会社地域科学
63 類作成システム利用 財務書類作成に使用するシス H31.4.1～Ｒ2.3.31
（500,000円） 研究所
料
テム利用料
乳幼児健診等母子保健情報の
利活用の推進に伴い、健康管
理システムの改修及び関係帳
簿等を整え、マイナンバー制度
母子保健情報連携 を活用し、本人や保護者が健診
Ｒ2 . 2 .7 ～
64
1,265,000円 株式会社 愛媛電算
システム改修業務 結果をマイナポータルで一元的
Ｒ2 . 3 .31
（500,000円）
に閲覧することや乳幼児健診の
受診の有無等について、市町
村間での情報連携の仕組みを
構築するため。
鬼北地区農業集落
65 排水事業実施計画
策定業務

66

鬼北町特産品需要
促進業務

日吉夢産地産直
67 POSシステム更新業
務
森の三角ぼうし産直
68 ＰＯＳシステム更新
業務

6,000,000円
H31.4.1～R2.3.31
（500,000円）

消費税率引き上げに伴う産直
1,112,400円
POSシステムの税率改正及び R1.7.22～R1.9.30
軽減税率対応に係る更新業務
（500,000円）
消費税率引き上げに伴う産直
1,188,000円
POSシステムの税率改正及び R1.7.22～R1.9.30
軽減税率対応に係る更新業務
（500,000円）

担当課

当該工事基本設計を行い、設計内容を熟
知している。専門的知識を有しており、実
績も申し分なく、円滑に業務遂行が出来
るため。

教育課

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
に継続して委託することで業務が円滑に
進むため

出納室

財務書類作成サポート業務を継続して委
託している業者のシステムのため

出納室

当町において、健康管理システムの業者
が左記の業者であり、今回のシステム改
修を委託できる業者が他にないため。

保健介護課

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、昨年
度まで実施した最適整備構想等を踏まえ
て実施計画を策定するため昨年度までの
事業と同一の相手方とした。
当業者は鬼北熟成きじの生産・加工・販
売を行っており、「鬼北熟成きじ」を主とし
一般社団法人 鬼北
た農林産物のブランド化、販売販路開
町農業公社
拓、商品開発を推進するため、実績のあ
る業者を選定した。
当該産直システムは平成26年度に当業
株式会社 愛媛電算 者へ委託し導入したシステムであり、他の
業者では更新が不可能であるため。
当該産直システムは平成26年度に当業
株式会社 愛媛電算 者へ委託し導入したシステムであり、他の
業者では更新が不可能であるため。

昨年度までに実施した最適整
備計画の結果を踏まえて、長寿
3,630,000円 愛媛県土地改良事
R1.10.1～Ｒ2.3.19
命化等のハード整備のための
（500,000円） 業団体連合会
事業実施計画の策定業務

町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。

契約の相手方とした理由

環境保全課

農林課

農林課

農林課

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

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

１０月１日の事業開始に向け入札を行っ
1,999,890円
㈲大成社 鬼北営業 たが不調になったことから、期限内で業
R1.8.22～R1.9.20 （1,300,000
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券の印刷業務
所
務実施可能な業者のうち、最も低廉な価
円）
格で請け負う業者を選定した。
災害復旧のため緊急の対応が必要で
平成30年7月豪雨災 平成30年7月豪雨災害におけ
あり、本業者は鬼北町競争入札参加資格
害農地・農業用施設 る農地・農業用施設災害復旧
5,832,000円 ㈲高田測量設計事
2
H31.4.8～R1.7.31
者名簿（調査測量・コンサル）に登載され
実施測量設計委託 工事発注のための測量設計委
（500,000円） 務所
た町内唯一の業者で早急な対応が可能
業務その1
託業務
で履行が確実と判断されるため。
本業者は、査定設計書作成時に委託し
平成30年7月豪雨災 平成30年7月豪雨災害におけ
た業者で被災箇所に精通し、また、頭首
害農地・農業用施設 る農地・農業用施設災害復旧
3,996,000円 愛媛県土地改良事
3
H31.4.8～R1.9.30
工をはじめとする本委託箇所は設計に高
実施測量設計委託 工事発注のための測量設計委
（500,000円） 業団体連合会
度な専門知識が必要でそれを有してお
業務その２
託業務
り、履行が確実と判断されるため。
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ付商品券印
1
刷委託料

(31)鬼北町道路橋塗
4 膜PCB調査委託業 橋梁塗膜PCB調査 9橋
務

R.7.12～R1.8.20

令和元年度町道犬
5 飼線道路災害設計
委託業務

道路詳細設計 1箇所

R1.9.12～
R1.12.20

令和元年度鬼北町
6 公共土木施設災害
測量設計委託業務

路線測量L=127ｍ

R1.9.10～
R1.12.20

公営住宅栄町団地
公営住宅栄町団地新築工事
7 新築工事Ａ棟監理業
Ａ棟の施工監理
務
不動産表示登記に
かかる測量業務委
8
託
【単価契約】

R1.9.19～R2.1.31

緊急（8/20まで）に対象橋梁のPCB含有
928,800円 帝人ｴｺ･ｻｲｴﾝｽ株式
の調査が必要となったため、3者見積を徴
（500,000円） 会社松山事業所
取し最低価格の者と契約した。
災害が発生したことにより、緊急に設計を
2,916,000円 ㈱富士建設ｺﾝｻﾙﾀﾝ 委託する必要が生じたため、過去に実績
（500,000円） ﾄ
があり、すぐに対応できる業者と契約し
た。
災害が発生したことにより、緊急に設計を
1,512,000円 ㈲高田測量設計事 委託する必要が生じたため、過去に実績
（500,000円） 務所
があり、すぐに対応できる業者と契約し
た。
1,728,000円
株式会社松浦設計
（500,000円）

町道の新規認定路線及び未登
327,974円～ 公益財団法人 愛媛
記路線について、用地を確定し
登記を行うため、土地の調査・ H31.4.1～Ｒ2.3.31 540,313円 県公共嘱託登記土
（500,000円） 地家屋調査士協会
測量・地積測量図の作成などを
委託して実施する。

担当課

町民生活課

農林課

農林課

建設課

建設課

建設課

当該工事設計業務を行い、設計内容を熟
知している設計業者と契約を行うことで円
滑に工事施工できると判断したため。

建設課

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実施しているの
で、当町の地理に詳しく実績もあり信用で
きる。また、市場単価より経済的に有利で
ある。

建設課

番号

9

契約名称
等妙寺遺跡線計画
測量委託業務

指定ごみ袋購入業
10
務

概 要

期 間

等妙寺遺跡線の計画測量業務 R1.7.9～R1.12.20

鬼北町指定のごみ袋（中）を購
入するもの

R1.11.19～Ｒ
2.3.19

契約金額
（限度額）

1,402,500円
（500,000円）

平成30年7月豪雨災 平成30年7月豪雨災害におけ
3,996,000円
害農地・農業用施設 る農地・農業用施設災害復旧
12
H31.4.8～R1.9.30
実施測量設計委託 工事発注のための測量設計委
（500,000円）
業務その２
託業務
R1.11.25～
R2.1.31

契約の相手方とした理由

過去の実績により地形測量データを保有
1,079,760円 株式会社四航コンサ
しており、他者に比して低廉な価格で迅
（500,000円） ルタント
速かつ円滑な業務遂行が出来るため。

平成30年7月豪雨災 平成30年7月豪雨災害におけ
5,832,000円
害農地・農業用施設 る農地・農業用施設災害復旧
11
H31.4.8～R1.7.31
実施測量設計委託 工事発注のための測量設計委
（500,000円）
業務その1
託業務

(31)鬼北町道路橋塗
13 膜含有物調査委託 橋梁塗膜含有物調査 9橋
業務

契約相手方

643,500円
（500,000円）

早期納入が求められることから、第１回指
定ごみ袋購入業務において令和元年６月
村上産業㈱宇和島支店
２１日に契約し、９月２７日納品した業者を
選定し随意契約した。
災害復旧のため緊急の対応が必要で
あり、本業者は鬼北町競争入札参加資格
㈲高田測量設計事
者名簿（調査測量・コンサル）に登載され
務所
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。
本業者は、査定設計書作成時に委託し
た業者で被災箇所に精通し、また、頭首
愛媛県土地改良事
工をはじめとする本委託箇所は設計に高
業団体連合会
度な専門知識が必要でそれを有してお
り、履行が確実と判断されるため。
当業者は今年度、高濃度PCB調査を行っ
帝人ｴｺ･ｻｲｴﾝｽ株式 ており、試験体採取手間の経費が不要で
会社松山事業所
あり、工期の短縮と業務価格を安く抑える
ことができるため

(31)防安金測4号
鬼北町ﾄﾝﾈﾙ長寿命
2,398,000円 応用地質株式会社
14
ﾄﾝﾈﾙの維持管理計画を策定するR2.1.8 ～R2.2.28
化修繕計画策定委
（500,000円） 松山事務所
託業務

当業者は今年度、橋梁長寿命化修繕計
画策定中であり、業務内容も酷似してお
り、工期の短縮と協議等の経費の縮減が
可能であるため

担当課

教育課

環境保全課

農林課

農林課

建設課

建設課

