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区分 件名 発注部署 案件の概要 契約の相手方を選定した理由 所在 商号(名称)
総価/
単価

契約金額 契約日

契
約
方
法

1 工事
舞台電動吊物機構設備
修繕（ワイヤロープ
等）

地域支援課
　老朽化により信頼性が低下している舞台電動吊物機構設備のワイ
ヤロープ，クリップ，タ－ンバックル，フックボルト等の改修を行
うもの。

　柏市民文化会館舞台機構設備は舞台機構設備専門メーカーである森平舞台機構株
式会社が施工納入したもので，今回改修する舞台電動吊物機構設備は既存設備との
接続，取り合い等既存設備を施工した業者でなければその特殊性から他社による施
工は技術的に極めて困難であるため，他社での施工はできないものである。　ま
た，現場作業においては短期間に適正かつ円滑な施工を確保しなければならず，当
該設備の本質的構造を熟知し現場の状況等に精通している設置メーカーであり保守
点検業者である森平舞台機構株式会社と随意契約をしたい。

東京都台東区花
川戸二丁目１１
番２号

森平舞台機構株
式会社

総価 6,490,000
令和2年
5月11日

２
号

2 工事
船戸市民プール関係設
備修繕

スポーツ課 船戸市民プールの関係設備を修繕するもの。

当該修繕は，船戸市民プールに設置しているろ過機等の不具合を修理するものであ
る。このろ過機は下記業者製品であり，修理する際は下記業者による専門的な調査
及び技術，部品等が必要となる。また，他業者が施行した場合，故障した際の責任
所在が不明確になる恐れがあるため。

東京都豊島区巣
鴨一丁目９番１
１号

株式会社三進ろ
過工業　東京営
業所

総価 2,409,000
令和2年
5月15日

２
号

3 工事 大室工事用地復旧工事
下水道整備
課

　平成２９年度より借地契約を結んでいる仮設道路用地について，
定められた期間内に土地所有者へ返還する必要があるため，借地契
約時と同一の条件で農地に原状復旧するもの。同一の条件について
は，現況に適した黒土を搬入し，従前の農地と同じように使用でき
る状態にすることにある。

　当該用地は，返還後従前の農地と同じように使用可能な状態にすることを強く要
望されていることから，土質の性状及び土地の性質に適した復旧施工を行う必要が
ある。契約の相手方は当該用地の仮設道路築造工事の施工業者であり，借地期間中
においても当該用地を使用していたため，従前の農地の性質を熟知しており，使用
できる土質の性状も把握している。加えて，それらの工事を通じて土地所有者と良
好な関係を築けており，速やかに現場に着手し，特殊な材料を一定量確保して定め
られた期間内に工事を完了することが可能な唯一の業者であることから，当該相手
方と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により契約するもの。

柏市篠籠田１４
５８番地の１２

日進建設株式会
社

総価 4,950,000
令和2年
6月5日

２
号

4 測量
青山排水機場災害復旧
工事に係る設計業務委
託

農政課

令和元年１０月の台風１９号により，青山排水機場が浸水しポンプ
設備等が被災したため，農林水産省の国庫補助を活用して災害復旧
事業を実施することとし，この事業に係る工事設計業務委託を行う
ものである。

　千葉県土地改良事業連合会（以下「連合会」という。）は，市町村や土地改良区
などが行う土地改良事業に関する技術的な指導や支援を行う公益法人であり，土地
改良法第１１１条の４のとおり営利を目的としていない。
　また，連合会は県下で多数の災害復旧事業の実績があるほか，青山排水機場が浸
水した際の国の災害査定時の概算設計に携わっていることから，青山排水機場の状
況等について熟知しており，迅速かつ適正に業務を実施することが可能である。
よって地方自治法施行令第１６７号の２第１項第２号により，下記業者と一者随意
契約としたい。

千葉市美浜区新
港２４９番地５

千葉県土地改良
事業団体連合会

総価 10,780,000
令和2年
4月24日

２
号

5 測量
中央体育館改修工事監
理業務委託

スポーツ課
中央体育館改修工事（建築工事・電気設備工事・機械設備工事）に
伴う工事監理業務委託一式

今回随意契約を行おうとする同社は，工事設計時から従事しており，現場調査を実
施し，状況を熟知しているとともに，本設計内容や設計意図についても特に精通し
ているものである。また，多種多様な改修工事にかかる監理能力も保持している。
このことから，地方自治法第１６７条の２第１項２号の規定により下記業者と随意
契約を締結したい。

千葉市美浜区中
瀬一丁目６番エ
ム・ベイポイン
ト幕張

株式会社千葉土
屋建築研究所

総価 14,300,000
令和2年
4月30日

２
号

6 測量 土地評価替え業務委託 資産税課

　本案件は，令和３基準年度における土地の評価に必要な調査並び
に基礎資料の整備等を行うもので，３か年計画で行っているもので
ある。　今年度はその最終年で，令和３基準年度路線価を確定させ
るほか，評価の方法等について見直しを行おうとするものである。

　今年度行おうとする業務は，昨年度及び一昨年度に行った業務と関連しており，
今年度行おうとする業務を適正かつ円滑に履行するには，その受注者は昨年度及び
一昨年度に行った業務の内容等を熟知している必要がある。　ついては，昨年度及
び一昨年度「土地評価替え業務」を受注し，また，「土地評価替え業務」の実績が
豊富な次の業者と本案件について契約を締結することとしたい。

千葉市美浜区中
瀬１丁目３番地

国際航業株式会
社　千葉支店

総価 24,310,000
令和2年
5月21日

２
号

7 測量
こんぶくろ池公園植生
管理計画策定業務委託
（その２）

公園緑政課

　本業務は，学識経験者，周辺都市施設関係者，自然保護団体代
表，市民委員及び本市で構成された「こんぶくろ池公園環境創造会
議」が平成１７年３月に策定している「（仮称）こんぶくろ池公園
整備基本計画」を基本骨子として，将来世代へ貴重な自然を継承す
るための中長期的な管理計画を策定するものである。

　この区画整理区域内では，平成９年度から現在まで千葉県が植物を含む環境影響
評価調査を実施しており，この業務を継続してアジア航測株式会社が受注してい
る。また，昨年度に本市が実施している「こんぶくろ池公園植生管理計画策定業務
委託」も同社が受注していることから，本委託を同社に行わせた場合，経費の節減
及び円滑かつ有効な成果が確保できる。　このことから，地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第６号により，アジア航測株式会社と随意契約を締結するものであ
る。

千葉市中央区新
宿２丁目６番８
号（クリーン
ホーム千葉）

アジア航測株式
会社　千葉支店

総価 4,004,000
令和2年
6月3日

６
号



8 委託 各種行政事務電算委託
情報・業務
改善課

住民記録，税事務を中心とした各種行政事務（オンライン処理，
バッチ処理及びＯＡ処理）を委託する。

　本件は，住民記録，税事務等の基幹系業務及びこれらとデータ連携した業務が中
心となっていることから，業務変更等によりデータ構造や外字文字などにおける連
携が欠如した場合，業務に支障が生じてしまう。
　株式会社ディー・エス・ケイは，行政事務の電子計算機処理を専門に扱う第三セ
クターとして，システム開発，保守，プログラム作成までを，複数市町村が共通利
用できるかたちで一体的に行っているため，システム運用の効率化とソフトウェア
資源の共有による作業の効率化が期待できる。また，昭和４２年（当時は同社の前
身の会社）から本市の処理内容に応じた人員及び機器等のサポート体制を確保して
実績を残している。
　以上のことから，柏市随意契約ガイドラインにおける「経験，知識を特に必要と
する場合又は現場の状況等に精通した者と契約するとき」及び地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第２号の「その性質又は目的が競争入札に適しないものをする
とき」に該当するため，株式会社ディー・エス・ケイを契約相手に選定する。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 885,500,000
令和2年
4月1日

２
号

9 委託
例規データベース更新
業務委託

行政課

例規データベースシステム（業務用及び本市のホームページにおけ
る閲覧用）における本市の条例，規則等のデータ（以下「例規デー
タ」という。）の更新及び当該更新後の例規データを記録したＣＤ
－ＲＯＭ（本市の図書館での貸出用等）の作成

例規データベースシステムを管理する株式会社ぎょうせい以外の業者が例規データ
の更新業務は行うことは著しく困難であることから，引き続き契約を締結する必要
があるため

東京都江東区新
木場１丁目１８
番１１号

株式会社ぎょう
せい　東京支社

単価 10,010
令和2年
4月1日

２
号

10 委託
人事・給与業務等労働
者派遣

人事課
総務事務一元化の一環として，社会保険及び雇用保険等の各種手続
き等にかかる事務の将来的な委託化に向けた労働者派遣

将来の委託化に向け，段階的に派遣業務の拡充を図っていることから，委託化まで
の円滑な移行に向け，業務の継続性が不可欠であるため，前年度の労働者派遣業務
の委託先である当該事業者を相手方として選定するもの

柏市柏４丁目２
番１号リーフス
クエア柏ビル３
階

パーソルテンプ
スタッフ株式会
社　南関東営業
部

単価 2,145
令和2年
4月1日

６
号

11 委託
分庁舎１昇降機保守点
検委託

資産管理課 分庁舎１に設置されている昇降機の保守，点検を行うもの。

　昇降機のメンテナンスは，建築基準法に定める有資格者であれば，設置者でなく
ても実施可能であるが，昇降機は常に安全かつ安心な状態を保つことが求められる
ため，分庁舎１の昇降機は設置業者であるシンドラーエレベータ株式会社が継続し
てメンテナンスを実施しており，平成２８年度途中からはシンドラーエレベータ株
式会社から昇降機に関する事業を移管されたオーチス・エレベータサービス株式会
社が実施，平成３０年度途中からは日本オーチス・エレベータ株式会社と合併し業
務を継続しているため，最適な状態を保持している。　しかしながら，同業他社が
メンテナンスを実施した場合，安全面で著しい支障をきたす可能性がある。なぜな
ら，昇降機は各メーカーが持つ独自のシステムを採用しており，当システムは設置
業者しか扱えないためである。　よって，当契約の相手方に日本オーチス・エレ
ベータ株式会社を選定したい。

東京都文京区大
塚二丁目９番３
号

オーチス・エレ
ベータサービス
株式会社　東京
支社

総価 752,400
令和2年
4月1日

２
号

12 委託 自動扉保守業務委託 資産管理課 市役所庁舎等に設置されている自動扉の保守点検を行うもの。

　本庁舎，別館，分庁舎１，分庁舎２及び中央体育館管理棟に設置されている自動
扉(自動扉開閉装置)は，その全てがナブコシステム株式会社製である。　自動扉の
メンテナンスは，各メーカー独自の機器が必要となるため，製造メーカー以外では
困難であり，かつ，故障時等の迅速で的確な対応を求めるためには，設備に精通し
ているメーカーでなくては行えない。さらに，他社がメンテナンスを行った場合，
責任の所在があいまいになり，安全で安心な施設運営に重大な支障が生じるため。

松戸市中根長津
町８

ナブコシステム
株式会社　柏営
業所

総価 821,370
令和2年
4月1日

２
号

13 委託
柏市役所分庁舎及び分
室等警備業務委託

資産管理課
　市役所分庁舎１，分庁舎２，分室１，分室２，分室４及び書庫棟
の主に機械による警備業務を委託するもの

　機械警備の機器類は，概ね５年程度時は使用できるものであり，一番新しい施設
である分室４は機器を設置して３年であるため機器の入替えを行う期間に満たず，
さらに，分庁舎１と分庁舎２に設置している静脈認証装置は，当該事業者の警備シ
ステムと連動していることから，他の事業者が同様の警備を行うよりも経費の削減
が見込めるため，現警備業者と契約するもの。

東京都渋谷区神
宮前一丁目５番
１号

セコム株式会社 総価 1,301,520
令和2年
4月1日

６
号

14 委託
柏市公共建築物保全情
報システム保守委託

資産管理課

　柏市では，平成２８年４月から，柏市公共建築物保全情報システ
ムを運用している。それにより，施設の基本情報を収集，現状整理
及び分析を行い，公共施設の適切な管理・運営及び計画的な工事実
施に寄与している。　本委託は，システムの正常な稼働を確保し常
に最適化されたシステム環境を維持することによって，更に利用実
態にあった使いやすいシステムとすることを目的とする。

　保守の対象である柏市公共建築物保全情報システムは，下記事業者が構築したも
のであり，同事業者でなければ本業務の確実な履行を期待できない。　仮に今回の
業務を他の事業者に委託した場合，システムの正常な稼働を確実に行う事ができ
ず，業務に支障が出る可能性が高い。　以上の理由により，当該システムの構築を
実施した下記事業者でなければ，本業務の適切かつ確実な履行が期待できないこと
から，同事業者と随意契約するものである。

東京都立川市柏
町四丁目５２番
地の２１

アイフォース株
式会社

総価 1,455,300
令和2年
4月1日

２
号



15 委託
本庁舎昇降機保守点検
委託

資産管理課 本庁舎に設置されている昇降機の保守，点検を行うもの。

昇降機は，安全かつ最適な状態で運用されることが前提となる。　本庁舎に設置さ
れている昇降機は，東芝エレベータ株式会社製であり，そのメンテナンスは設置以
来，東芝エレベータにより行われてきた。しかし，価格競争の必要性から，平成２
４年度に同社以外の業者が点検を請け負った際，地震による緊急停止があったが，
請負者がシステムを把握できずに復旧まで半日以上かかり，施設利用者に多大な負
担を強いた。さらに，使用上問題ない箇所ではあったが，不具合が生じた部品につ
いても，早急な交換がなされず，３か月程その状態で運用しなければならず，支障
が生じた。　これらは，製造業者あれば，地震復旧についても長くても１～２時間
程度，部品交換についても早期な対応が可能になるなど，安心した施設運営が図れ
るため。

千葉市中央区中
央一丁目１１番
１号

東芝エレベータ
株式会社　東関
東支社

総価 1,623,600
令和2年
4月1日

２
号

16 委託
別館昇降機保守点検委
託

資産管理課 別館に設置されている昇降機の保守，点検を行うもの。

別館は，福祉並びに子ども関係の業務を行う部署を配置していることから，エレ
ベータには，障害者等を含めた利用者に対して，２４時間監視を行うことが可能な
遠隔保守管理機能システムを設けている。当システムは，エレベータで発生した不
慮の事故等に迅速な対応ができる機能で，施設設計当初から仕様として定めていた
ものである。　当システムは，既設エレベータのメーカーであるフジテック株式会
社独自のものであるため，同社以外の業者に委託させた場合，点検や管理だけでな
く，故障時の修繕も早期対応が難しく，安定した施設運用に著しい支障が生じるた
め。

千葉市中央区中
央一丁目１１番
１号

フジテック株式
会社　首都圏統
括本部東関東支
店

総価 1,676,400
令和2年
4月1日

２
号

17 委託
中央体育館管理棟警備
業務委託

資産管理課 　中央体育館管理棟の警備員による警備業務委託

　中央体育館は，株式会社協栄千葉支店が指定管理者となり，そのうち警備業務を
当該業者が行うことなっている。　中央体育館管理棟は，体育館部分と敷地や建物
が一体となっており，かつ，駐車場，駐輪場も共用なので，警備業務も一体的に実
施しなければ，包括的な警備は行えず，緊急時の円滑な対応も図れない。また，他
業者を導入した場合，体育館と分けて人員を配置しなければならないため費用増加
は明らかであることから，当該事業者と契約するもの。

千葉市中央区新
千葉三丁目２番
１号

株式会社富士保
安警備　千葉支
社

総価 1,787,940
令和2年
4月1日

２
号

18 委託
冷温水発生機保守点検
委託

資産管理課 　柏市役所本庁舎に設置されている冷温水発生機の保守点検委託。

　柏市役所本庁舎に設置されている冷温水発生機は日立製であり，その保守は全て
株式会社日立ビルシステムが一貫して行ってきた。　これは，冷温水発生機のシス
テムが各社独自のものであり，メンテナンスを同業他社で行うことが困難なためで
ある。　さらに，故障時には，迅速かつ正確な対応が求められるため，設備に十分
精通している本業者を契約相手として選定したもの。

柏市柏四丁目８
番１号

株式会社日立ビ
ルシステム　関
東支社

総価 1,917,300
令和2年
4月1日

２
号

19 委託
中央体育館管理棟清
掃・設備管理業務委託

資産管理課 中央体育館管理棟の清掃及び設備管理業務

　中央体育館管理棟は，指定管理者により施設運営が行われ，そのうち，清掃と設
備管理業務は柏ビル管理株式会社が請負うこととなっている。　中央体育館管理棟
は，中央体育館と敷地，建物を含め一体で，設備の大半が体育館部分に設けられて
いるため，体育館の設備管理者でなければ管理棟の設備を動かすことが出来ない。
さらに，清掃業務においても，施設全体として一体的で計画的な清掃を行うために
は，体育館と同一業者とすることが合理的で，かつ，これらを他業者に発注した場
合，費用の増加は明らかであるため，当該事業者と契約を締結するもの。

柏市若葉町３番
３号

柏ビル管理株式
会社

総価 5,830,000
令和2年
4月1日

２
号

20 委託
柏市職員参集システム
業務委託

防災安全課
　災害時及び危機事象発生時の職員への情報伝達や安否確認を迅速
に行うため，市職員に対するメール送信機能を利用したシステムを
導入し，保守管理するもの。

　「職員参集メール送信機能」は，柏市広報広聴課で導入している「柏市メール配
信業務委託」のオプション機能を用いたものであり，当該機能のプログラム等著作
権は，株式会社スマートバリューが所有しており，特定のものと契約しなければ契
約の目的を達成することができないため。

大阪府大阪市西
区靭本町二丁目
３番２号　なに
わ筋本町ＭＩＤ
ビル４階

株式会社スマー
トバリュー　ク
ラウドイノベー
ションＤｉｖｉ
ｓｉｏｎ

総価 646,800
令和2年
4月1日

２
号



21 委託
地域防災気象情報提供
業務委託

防災安全課
１　市職員向け防災業務支援の提供　①総合気象監視・気象コンサ
ルティング　②インターネットによる市職員向け防災業務支援情報
の提供２　市民向け防災気象情報の提供

柏市は，地震台風など自然災害に対する初動体制を確保するため，平成１６年度以
降，下記業者と委託契約を締結し，気象予測などの防災業務支援情報の提供を受け
ている。　下記業者は２４時間体制にて管轄区域全体を監視すると同時に，異常気
象が予測もしくは発生した場合には，事前に指定したフローに従って早期にきめ細
かい連絡を行っている。加えて，システムに関する障害対応や問い合わせにも同様
に対応している。　また，土砂災害警戒区域の避難指示等発令の判断や市民向け防
災気象情報サイト等の情報提供を目的に，現在市内５箇所に雨量観測システムを設
置しているが，本システムは検定合格品のみ，公共的な目的での観測が可能とな
る。設置には施設屋上に基礎を築き，配管を通す等，設置費用及び期間が一定程度
発生し，機器の耐久年度も１０年以上に及ぶことから新規参入業者は導入費用を見
込む一方，現在契約履行中の下記業者は導入費用を見込まずに契約額を抑えること
ができる等，下記業者に履行させたほうが経費の削減となりメリットが大きいた
め。

千葉市美浜区中
瀬一丁目３番地
幕張テクノガー
デン

株式会社ウェ
ザーニューズ

総価 2,838,000
令和2年
4月1日

６
号

22 委託
還付伝票処理等業務委
託

収納課
　市税の還付に関する，伝票起票・消込，通知発送，電話・窓口対
応等及び法人市民税・事業所税の納付書消込・管理業務並びにそれ
らに付随して必要となる業務。

　本件は，これまで職員が消込，伝票作成を行っていた固定資産税，住民税（普通
徴収・特別徴収），軽自動車税，法人市民税，事業所税の還付及び納付書消込につ
いてその大部分を委託するものである。　還付業務として，電算一括処理若しくは
起票した還付伝票について，主に財務会計システムを用いて，還付完了まで包括的
に処理をする。　さらに，納付書消込業務として，市で管理する法人市民税及び事
業所税の納付書について，収納管理システムを用いてデータ化等の処理をする。
したがって，受託者が還付及び納付書消込事務の流れを円滑に遂行するためには，
電算一括処理の仕様や財務会計・収納管理の両システムに精通している必要があ
る。　以上のことから，契約の相手方は，還付伝票電算一括処理の委託及び財務会
計・収納管理両システムの開発，運営管理を行っており，上記を満たす唯一可能な
業者である。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 6,160,000
令和2年
4月1日

２
号

23 委託

国税連携等のシステム
を運用保守するｅＬＴ
ＡＸベンダとの業務委
託

市民税課

　この運用保守委託は，地方税共同機構（以下「新機構」という）
が運営する地方税ポータルセンタと連携して，所得税申告書等の電
子的送受信を可能とする国税連携等のシステムの開発・運用を円滑
に行うためのものである。

　株式会社茨城計算センターは機構の登録事業者として，平成２２年度以降，当市
からeLTAXに関する業務委託を受け，平成２３年１月から，この国税連携等のシス
テム開発及び運用保守の業務委託契約を結んでいる。　国税連携等のシステムは，
LGWAN回線を利用することから，eLTAXベンダ内業務の開発・運用等は，同一の
eLTAXベンダが管理することが望ましい。また，下記の業者は株式会社ディー・エ
ス・ケイと税システムの開発を共同で実施しており，設備の利用やセキュリティ対
策において，運用経費を抑えることができる。

茨城県日立市森
山町四丁目８番
２号

株式会社茨城計
算センター

総価 2,414,500
令和2年
4月1日

２
号

24 委託

ｅＬＴＡＸにおける審
査システムを運用する
ｅＬＴＡＸベンダとの
業務委託

市民税課

地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）
と連携し，地方税における申告や申請・届出の手続きをインター
ネットにより可能とするため経由機関地方税共同機構との情報伝達
に係るシステム整備を行うため，地方税ポータルシステムにおける
審査システムをｅＬＴＡＸベンダに業務委託するものです。

株式会社茨城計算センターは，従前より株式会社ディー・エス・ケイとの共同によ
りシステムの設計・開発を行い，システム開発に必要な設備（開発機器やテスト環
境）の共同利用をはじめシステム運用面における維持管理を実施している。更に，
株式会社茨城計算センターは，地方税共同機構が制定した「地方税ポータルシステ
ムの利用規約」に基づく「ｅＬＴＡＸベンダ」として登録され「ｅＬＴＡＸサポー
ト事業者」として株式会社ディー・エス・ケイを申請し，導入支援等のサービス事
業者として実績を残している。引き続き同一業者による一元化処理を実施すること
で，ｅＬＴＡＸと個人住民税システムとの連携及び運用面での円滑化を従前どおり
図ることができるとともに，データ連携における障害発生時の責任分担や原因究明
等による業務の一時中断などの著しい支障が発生した場合でも遅滞なく迅速なる対
応を図ることが期待できる。将来的な個人住民税システムの改修や保守管理等の運
用面も考慮し，株式会社茨城計算センターへ業務委託をするものである。

茨城県日立市森
山町四丁目８番
２号

株式会社茨城計
算センター

総価 2,871,000
令和2年
4月1日

２
号



25 委託
市民税特徴異動処理委
託

市民税課

　本業務は，市民税・県民税賦課業務における時間外勤務削減対策
のひとつとして，公的年金等支払報告書訂正分処理業務，特別徴収
による給与所得者の退職に伴う未申告処理業務，地方税ポータルシ
ステム（ｅＬＴＡＸ）による給与支払報告書処理業務，ふるさと納
税ワンストップ特例制度に係る処理業務について，データ投入等の
業務支援を実施するもの。

　株式会社ディー・エス・ケイは，本業務のうち当初課税業務に係る業務支援の実
績があり，例月の課税賦課業務においても，そのノウハウを活かすことができる。
また，本市の住民情報系基幹システム及び個人住民税システムの開発者，地方税
ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）ベンダの導入支援等のサポート事業者として，個
人住民税システムと地方税ポータルシステムとの円滑なデータ連携，システム障害
時の迅速な対応が期待できる。　年間を通じての課税賦課業務だけでなく，限られ
た期間内に年々増加していく大量のデータを取り扱う当初課税賦課業務において，
各システムを円滑に運用して，効率的に遅滞なく本業務を進めるため，株式会社
ディー・エス・ケイへ業務委託をするものである。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 9,361,000
令和2年
4月1日

２
号

26 委託
市民税普徴異動処理委
託

市民税課

　本件は，市民税・県民税賦課業務における時間外勤務削減対策の
ひとつとして，窓口受付業務及び国税連携１次投入注意エラー処理
業務，２次投入各種注意リスト処理業務，扶養管理情報のアンマッ
チ処理業務，法定資料の事前照合処理業務，給与Ｇありなし全件照
合処理業務，確定申告書・住民税申告書・給報の投入業務，住民税
申告・給報年金支払報告書受付窓口対応業務，申告書入力対応業務
を行う。

　株式会社ディー・エス・ケイは，本業務のうち当初課税業務に係る業務支援の実
績があり，例月の課税賦課業務においても，そのノウハウを活かすことができる。
また，本市の住民情報系基幹システム及び個人住民税システムの開発者，国税連携
システムの導入支援等のサポート事業者として，個人住民税システムと地方税ポー
タルシステムとの円滑なデータ連携，システム障害時の迅速な対応が期待できる。
年間を通じての課税賦課業務だけでなく，限られた時間内に大量のデータを取り扱
う当初課税賦課業務において，各システムを円滑に運用して，効率的に遅滞なく本
業務を進めるため，株式会社ディー・エス・ケイへ業務委託をするものである。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 37,371,400
令和2年
4月1日

２
号

27 委託
固定資産課税資料修正
業務委託

資産税課

　固定資産税課税資料修正業務（以下「本業務」という。）は，柏
市における固定資産税の課税客体の現況を適正かつ効率的に把握
し，公平課税を行うために必要な基礎資料を整備するとともに，今
後の固定資産課税業務の円滑な運営及び事務の合理化を図ることを
目的とする。　本業務は，国際航業株式会社が開発した固定資産業
務支援システム内に格納されている適性課税に必要な大量のデータ
を整備し更新するものである。

　固定資産業務支援システムは，導入以来格納されているデータのメンテナンス，
及び新たなデータの付加を実施し現在に至っている。本システムの開発業者である
国際航業株式会社以外の業者に本業務を委託した場合，新委託業者が既存の本シス
テムを扱うことになるが，その際にデータ形式の変換や動作確認などの新たな作業
が必要となる可能性があり効率性が損なわれる。　システム等の障害発生時には業
務遂行に多大な影響を及ぼし，市民サービスの低下を招くため，平常時の安定運
用，障害の未然防止並びに障害発生時の迅速な復旧が要求されることから，ソフト
フェア及びハード機器双方を熟知している同一業者と契約することが望ましいと考
えられる。

千葉市美浜区中
瀬１丁目３番地

国際航業株式会
社　千葉支店

総価 26,950,000
令和2年
4月1日

２
号

28 委託
番号発券機システム保
守点検委託

市民課
柏市役所市民課にて稼働している番号発券機システムのソフトウェ
アの保守，障害や設定変更等による運用支援が発生した場合，適切
な処置を行うことによって，本システムの安定稼働を確保する。

本契約の保守対象機器は日本ソフトウエアマネジメント株式会社から購入したもの
である。購入時のオプションとしてサーバが５年保守になっており，その他の保守
も併せて当該業者に委託することで，機器全体を一体的に管理することによる安定
的な運用やコスト削減が期待できるため。

神奈川県横浜市
神奈川区金港町
５番地３２ベイ
フロント横浜

日本ソフトウエ
アマネジメント
株式会社

総価 605,000
令和2年
4月1日

２
号

29 委託
柏市住民記録システム
異動入力業務等労働者
派遣

柏駅前行政
サービスセ
ンター

土曜日開所は，市役所本庁が開設していないことにより，市民等が
集約し混雑することから，少しでも窓口の待機時間の短縮を図るた
め，住民異動届等の入力作業を入力業務に精通した他者に依頼する
ことで，職員は窓口対応を効率良く行うことができる。

　本業務は，柏市のシステムの入力，及び運用に対応できる者でなければならない
ため，「柏市市民課窓口業務等委託」において選定された事業者として，日頃から
柏市のシステムへの入力や運用等を理解している者と契約することが必須である。
そのことから，下記事業者と契約することで，本案件を円滑，効率的に実施するこ
とが可能となる。

柏市柏４丁目２
番１号リーフス
クエア柏ビル３
階

パーソルテンプ
スタッフ株式会
社　南関東営業
部

単価 19,800
令和2年
4月1日

２
号

30 委託
公金収納サービス費目
追加対応委託

保険年金課
ペイジー収納，コンビニ収納の対象費目追加に伴い，公金収納サー
ビス業務の委託業者へ取扱費目の追加対応を委託するもの

　柏市では，ペイジー収納，コンビニ収納，クレジット収納，ＯＣＲ読取業務の
データを一元的に処理及び集計する公金収納サービス業務の運用を，指定金融機関
の系列会社であるちばぎんコンピューターサービス株式会社へ委託している。　本
案件は，この公金収納サービス業務における取扱費目の追加に伴い，ちばぎんコン
ピューターサービス株式会社内のシステム改修や業務運用の変更を委託するもので
あるため，同社を委託業者として選定する。

千葉市美浜区中
瀬一丁目１０番
地２

ちばぎんコン
ピューターサー
ビス株式会社

総価 654,500
令和2年
4月1日

２
号

31 委託
マルチペイメント収納
対応（新規分）

保険年金課 マルチペイメント収納対応の改修作業等を委託するもの

　マルチペイメント収納の対応には，滞納管理システムや基幹系システムの改修が
必要となり，システムの連携を図るために同一業者に委託することが望ましい。
また，既にマルチペイメント収納を導入している収納課においても，株式会社
ディー・エス・ケイに委託しており，同様の運用方式を図るためにも株式会社
ディー・エス・ケイと契約を締結したい。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 722,700
令和2年
4月1日

２
号



32 委託
柏市国民健康保険医療
費分析業務委託

保険年金課

　柏市国民健康保険被保険者における診療報酬明細書（以下「レセ
プト」という。）や，特定健康診査・特定保健指導の結果等の医
療・健康情報の分析を行い，重点的に取り組むべき課題や効果が高
い対象を明確にし，これまで実施してきた保健事業の評価を行うこ
とで，計画の作成および，より効果的・効率的な保健事業の取り組
みを可能とし，被保険者の健康増進及び医療費の適正化を図ること
を目的とする。

以下の理由により選定した。・データ分析には，レセプトの傷病名と診療行為（薬
剤，検査，手術，処置，指導料など）を正しく結びつけ，傷病ごとの医療費を集計
する技術，そしてレセプトの傷病名診療行為・投薬の状況から糖尿病性腎症重症化
予防事業対象者等を正しく階層化する技術が有効であり，これらの技術を独占的に
有する事業者は，株式会社データホライゾンだけである。（特許第4312757号，及
び特許第5203481号）・本件は第２期データヘルス計画等の中間評価のために行う
ものであり，策定時との比較を行う必要があるため，同一条件による分析を行うこ
とが必須である。

広島県広島市西
区草津新町一丁
目２１番３５号

株式会社データ
ホライゾン

総価 4,070,000
令和2年
4月1日

２
号

33 委託
柏市７５歳以上の健康
診査受診券発行委託

保険年金課
柏市７５歳以上の健康診査の該当者について，受診券を発行すると
ともに案内文書及び実施医療機関一覧を同封し，封入封緘を行う。

・受診券の発行に当たっては，健康増進システム内に保存されているデータの抽出
用プログラムが必然であって，システム開発会社に依頼する必要があること。・現
行システムの開発会社から再委託によってデータを集計や作成することは，個人情
報保護の観点から，契約条件として排除する必要があること。・受診券ほか，各種
帳票類などの印刷物に関し，分離発注についての検証を行った結果，費用等は，一
括発注の方が有利であったこと。

岡山県岡山市南
区豊成二丁目７
番１６号

株式会社両備シ
ステムズ

総価 5,737,820
令和2年
4月1日

２
号

34 委託
柏市国民健康保険特定
健診受診券発行委託

保険年金課
柏市国民健康保険特定健康診査の該当者について，受診券を発行す
るとともに，案内文書及び実施医療機関一覧を同封し，封入封緘を
行う。

・受診券の発行に当たっては，健康増進システム内に保存されているデータの抽出
用プログラムが必然であって，システム開発会社に依頼する必要があること。・現
行システムの開発会社から再委託によってデータを集計や作成することは，個人情
報保護の観点から，契約条件として排除する必要があること。・受診券ほか，各種
帳票類などの印刷物に関し，分離発注についての検証を行った結果，費用等は，一
括発注の方が有利であったこと。

岡山県岡山市南
区豊成二丁目７
番１６号

株式会社両備シ
ステムズ

総価 10,400,720
令和2年
4月1日

２
号

35 委託
特定計量器定期検査業
務委託

消費生活セ
ンター

　計量法第１９条では，特定計量器のうち法令で定めるものを取引
又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は，その特
定計量器について，その事業所の所在地を管轄する都道府県知事
（その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては，特定市町
村の長（以下，「都道府県知事等」という。））が行う定期検査を
受けなければならないと規定している。　また，計量法第２０条
で，都道府県知事等は，その指定する者（以下，「指定定期検査機
関」という。）に定期検査業務の全部又は一部を行わせることとし
たときは，当該検査業務の全部又は一部を行わないものとすると規
定している。　柏市は，平成２４年１０月１日に有限会社中山計量
事務所を柏市指定定期検査機関として，３年間の指定を行った。そ
の後，平成２７年１０月１日及び平成３０年１０月１日にそれぞれ
３年間の指定の更新を行った。これにより，指定定期検査機関であ
る有限会社中山計量事務所に定期検査業務の全部を委託し，定期検
査を実施するもの

　柏市に代わり，特定計量器の定期検査業務を行おうとする者は，計量法第２６条
第１項の規定により，柏市に対し，指定定期検査機関の指定申請を行い，指定定期
検査機関の指定を受けなければならない。現在，柏市の指定定期検査機関の指定を
受けているのは，有限会社中山計量事務所の一者であるため，当該事業者と一者随
意契約を締結するもの　なお，有限会社中山計量事務所は，千葉県内で特定計量器
の定期検査を実施している自治体のうち，自前で実施している千葉県及び松戸市を
除く，千葉市，市川市，船橋市及び柏市から指定定期検査機関の指定を受けている
唯一の機関である。　また，各都道府県の計量協会の多くは当該都道府県内の各自
治体から指定定期検査機関の指定を受けているが，千葉県計量協会は定期検査業務
自体を行っていない。千葉県に接する茨城県，埼玉県及び東京都の計量協会に対し
て，柏市の指定定期検査機関になる意向について確認する。いずれの協会も指定定
期検査機関になる意思がないことを確認済み。

東京都豊島区目
白一丁目４番１
５‐２３０７号

有限会社中山計
量事務所

総価 7,700,000
令和2年
4月1日

２
号

36 委託
令和２年度柏市自殺予
防対策事業運営委託
（対面相談）

福祉政策課

本事業は，自殺予防対策を趣旨とした相談を実施するもので，対面
でカウンセラーが相談に応じることにより，絶望的な心理状態から
の脱却を目指し，前向きな心理状態への転化を実現することを目的
とする。

自殺の多くは多種多様な要因が複雑に絡み合っており，相談にあたっては多岐にわ
たる専門的な知識が不可欠である。さらに，相談内容が個人のプライバシーに深く
関与する非常にデリケートな問題であるため，個人情報の保護はもとより，カウン
セラーとしての特化した知識，技術及び継続的なトレーニングが要求される。これ
らの理由から，相談者に対しては「メンタルヘルス対策への援助」「キャリア開発
への援助」といった専門的視点からの指導・助言を的確に行うことが必要不可欠で
あり，日本産業カウンセラー協会が認定した産業カウンセラーによる応対が事業効
果を最大限に発揮する上で必須となる。以上のことから，当該相談に特化した事業
を展開しており，個人情報保護の遵守を重視する観点からプライバシーポリシーの
基本方針が確立されている団体を選定条件に，主に職場で働く人やその家族を対象
とした勤労者支援のために設立された公益法人である下記団体と随意契約を締結す
ることとしたい。

柏市柏二丁目６
番１７号

（一社）日本産
業カウンセラー
協会　東関東支
部

総価 3,003,000
令和2年
4月1日

２
号



37 委託
柏市緊急通報システム
事業委託

高齢者支援
課

一人暮らしの高齢者及び重度身体障害者に緊急通報装置を貸与し，
緊急時に装置を通じて受信センターに通報することで，救急車を要
請する等の必要な対応を行うもの。現在約７００人が利用してい
る。当事業の遂行にあたっては，利用者からの緊急通報時に迅速か
つ適切な対応を取れる体制を整えていることは必須である。また，
利用者からの健康や介護に関する相談に応じることのできる専門知
識を持っていること，利用者からの医療情報など機密性の高い個人
情報を取り扱っているため，個人情報の厳格な管理体制が取れてい
ること，これらの業務にかかる十分な実績を有していることが必要
である。

令和元年度の当該事業にかかる委託契約はALSOKあんしんケアサポート（株）と締
結しているが ，本事業と同等の事業を行う他事業者に委託を行った場合，現在の
機器は現事業者からの貸与となるため，入れ替えを行う必要がある。他市町村や同
等のサービス提供を行う事業者へ確認した結果，機器の入れ替えには１年ほど要す
ることが想定される。事業の性質上，現行事業者との契約を継続しつつ，新規事業
者と並行して契約を結ばなければならなくなり，二重で委託料が発生するとともに
入れ替えにかかる料金も発生する。また，仕様書に基づく業務遂行にかかる委託料
に関しても他事業者の参考見積より現事業者と比較し，倍以上の委託料が見込まれ
ている。以上二点より競争入札を行う利点に欠くと考えられるため，ALSOKあんし
んケアサポート（株）が継続して事業を行うのが最適と考えられる。

東京都大田区山
王一丁目３番５
号

ＡＬＳＯＫあん
しんケアサポー
ト株式会社

単価 1,900
令和2年
4月1日

６
号

38 委託
複合プリンタ保守点検
等業務委託

高齢者支援
課

介護保険システムで使用する複合プリンタ（富士ゼロックス株式会
社製のDocuCentre-V C7785型（機械番号208977）フィニッシャー
C3）の保守及び点検を行う。

介護保険業務は介護保険システムと，富士ゼロックス株式会社が開発し富士ゼロッ
クス千葉株式会社がシステム・サービスを提供しているDocuWorksDeskを連携して
作成されたデータを複合機が授受して行っている。データの授受は富士ゼロックス
千葉株式会社製のDocuCentreしかできず，複合機に不具合が生じた時に迅速な対応
が必要となるため，富士ゼロックス千葉株式会社に保守及び点検を委託するもの。

千葉市美浜区中
瀬二丁目６番地
１

富士ゼロックス
千葉株式会社

単価 834,292.8
令和2年
4月1日

２
号

39 委託
公金収納サービス費目
追加対応委託

高齢者支援
課

ペイジー収納，コンビニ収納の対象費目追加に伴い，公金収納サー
ビス業務の委託業者へ取扱費目の追加対応を委託するもの

　柏市では，ペイジー収納，コンビニ収納，クレジット収納，ＯＣＲ読取業務の
データを一元的に処理及び集計する公金収納サービス業務の運用を，指定金融機関
の系列会社であるちばぎんコンピューターサービス株式会社へ委託している。　本
案件は，この公金収納サービス業務における取扱費目の追加に伴い，ちばぎんコン
ピューターサービス株式会社内のシステム改修や業務運用の変更を委託するもので
あるため，同社を業務委託者として選定する。

千葉市美浜区中
瀬一丁目１０番
地２

ちばぎんコン
ピューターサー
ビス株式会社

総価 654,500
令和2年
4月1日

２
号

40 委託
柏市高齢者世話付住宅
生活援助事業委託

高齢者支援
課

高齢者世話付住宅に居住する高齢者が，自立して安全かつ快適な生
活を営むことができるよう生活援助員を配置し，生活相談，安否確
認，緊急時の対応等のサービスを提供する。なお，休日・夜間は緊
急通報システム装置を活用し，受信センターによる警備員の駆けつ
け等による緊急対応をすることで，高齢者の在宅生活を支援する。

当高齢者世話付住宅に入居する高齢者が，自立して安全かつ快適な生活を維持する
ためには，高齢者の身体的状況等を継続的に把握し，関係機関との連絡調整を担う
必要がある。公益財団法人柏市医療公社は，当該高齢者住宅に隣接する通所介護事
業者及び当該エリアを担当する地域包括支援センターを運営し，シルバーハウジン
グ事業において必要不可欠である関係機関との連絡調整を円滑に行うとともに，迅
速な応援体制をとることのできることのできる唯一の法人である。よって，地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により，下記の事業者と随意契約を
締結したい。

柏市布施１番地
３柏市立柏病院
内

（公財）柏市医
療公社

総価 6,544,883
令和2年
4月1日

２
号

41 委託
柏市緊急通報システム
事業委託

障害福祉課

一人暮らしの高齢者及び重度身体障害者に緊急通報装置を貸与し，
緊急時に装置を通じて受信センターに通報することで，救急車を要
請する等の必要な対応を行うもの。現在約７００人が利用してい
る。当事業の遂行にあたっては，利用者からの緊急通報時に迅速か
つ適切な対応を取れる体制を整えていることは必須である。また，
利用者からの健康や介護に関する相談に応じることのできる専門知
識を持っていること，利用者からの医療情報など機密性の高い個人
情報を取り扱っているため，個人情報の厳格な管理体制が取れてい
ること，これらの業務にかかる十分な実績を有していることが必要
である。

令和元年度の当該事業にかかる委託契約はALSOKあんしんケアサポート（株）と締
結しているが ，本事業と同等の事業を行う他事業者に委託を行った場合，現在の
機器は現事業者からの貸与となるため，入れ替えを行う必要がある。他市町村や同
等のサービス提供を行う事業者へ確認した結果，機器の入れ替えには１年ほど要す
ることが想定される。事業の性質上，現行事業者との契約を継続しつつ，新規事業
者と並行して契約を結ばなければならなくなり，二重で委託料が発生するとともに
入れ替えにかかる料金も発生する。また，仕様書に基づく業務遂行にかかる委託料
に関しても他事業者の参考見積より現事業者と比較し，倍以上の委託料が見込まれ
ている。以上二点より競争入札を行う利点に欠くと考えられるため，ALSOKあんし
んケアサポート（株）が継続して事業を行うのが最適と考えられる。

東京都大田区山
王一丁目３番５
号

ＡＬＳＯＫあん
しんケアサポー
ト株式会社

単価 1,900
令和2年
4月1日

６
号

42 委託
柏南部第２地域包括支
援センター業務委託

地域包括支
援課

　介護保険法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン
ターにおける包括的支援事業（同法第１１５条の４５第２項），第
１号介護予防支援事業（同法１１５条の４５第１項第１号ニ）及び
一般介護予防事業（同法第１１５条の４５第１項第２号）の実施を
委託するもの。担当地域：増尾地域（非課税事業）

　地域包括支援センターは，担当圏域の高齢者が安心して尊厳ある日常生活が送れ
るよう効果的な支援が求められ，行政機関，医療機関，介護保険サービス事業者，
職能団体，地域の関係者等，地域住民を含めた様々な関係者と連携，協力した地域
包括ケアシステムの構築の中核的機関として設置されているものである。　選定事
業者は，これまで増尾地域における関係者との関係を築き，本業務の運営を適切に
実施している実績があり，担当圏域の高齢者に対する切れ目ない支援を行うために
最適な事業者であるため。　また，選定事業者による本業務の運営については，地
域包括支援センター運営協議会より，当該地域における適切な運営をしている旨の
評価結果報告に対する承認を得ているため。

東京都渋谷区本
町１丁目４番１
４号

アースサポート
株式会社

総価 28,782,600
令和2年
4月1日

２
号

43 委託
北柏地域包括支援セン
ター業務委託

地域包括支
援課

　介護保険法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン
ターにおける包括的支援事業（同法第１１５条の４５第２項），第
１号介護予防支援事業（同法１１５条の４５第１項第１号ニ）及び
一般介護予防事業（同法第１１５条の４５第１項第２号）の実施を
委託するもの。担当地域：富勢地域（非課税事業）

　地域包括支援センターは，担当圏域の高齢者が安心して尊厳ある日常生活が送れ
るよう効果的な支援が求められ，行政機関，医療機関，介護保険サービス事業者，
職能団体，地域の関係者等，地域住民を含めた様々な関係者と連携，協力した地域
包括ケアシステムの構築の中核的機関として設置されているものである。　選定事
業者は，これまで富勢地域における関係者との関係を築き，本業務の運営を適切に
実施している実績があり，担当圏域の高齢者に対する切れ目ない支援を行うために
最適な事業者であるため。　また，選定事業者による本業務の運営については，地
域包括支援センター運営協議会より，当該地域における適切な運営をしている旨の
評価結果報告に対する承認を得ているため。

柏市布施１番地
３柏市立柏病院
内

（公財）柏市医
療公社

総価 37,917,534
令和2年
4月1日

２
号

44 委託
北柏第２地域包括支援
センター業務委託

地域包括支
援課

　介護保険法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン
ターにおける包括的支援事業（同法第１１５条の４５第２項），第
１号介護予防支援事業（同法１１５条の４５第１項第１号ニ）及び
一般介護予防事業（同法第１１５条の４５第１項第２号）の実施を
委託するもの。担当地域：松葉地域及び高田・松ヶ崎地域（非課税
事業）

　地域包括支援センターは，担当圏域の高齢者が安心して尊厳ある日常生活が送れ
るよう効果的な支援が求められ，行政機関，医療機関，介護保険サービス事業者，
職能団体，地域の関係者等，地域住民を含めた様々な関係者と連携，協力した地域
包括ケアシステムの構築の中核的機関として設置されているものである。　選定事
業者は，これまで松葉地域及び高田・松ヶ崎地域における関係者との関係を築き，
本業務の運営を適切に実施している実績があり，担当圏域の高齢者に対する切れ目
ない支援を行うために最適な事業者であるため。　また，選定事業者による本業務
の運営については，地域包括支援センター運営協議会より，当該地域における適切
な運営をしている旨の評価結果報告に対する承認を得ているため。

柏市布施１番地
３柏市立柏病院
内

（公財）柏市医
療公社

総価 44,631,223
令和2年
4月1日

２
号



45 委託
柏地域医療連携セン
ター昇降機保守点検委
託

地域医療推
進課

　柏地域医療連携センターに設置されているエレベーターを常時安
全に且つ最良の運転状況を維持できるように保守点検委託を行う。

　柏地域医療連携センターに設置されているエレベーターは，常時運行状況を監視
する遠監視隔システムだけでなく，異常の兆候を事前に診断するシステム（これら
を総じて「リモートメンテナンスシステム」という）を設けている。　このシステ
ムは日立製品独自のものとなるため，製造元のエレベーター保守管理会社である日
立ビルシステムで点検及び保全を行わなければならない。　同社は柏市内に営業所
と部品センターを設けており，有事の際でも２４時間対応体制が整っている。

柏市柏四丁目８
番１号

株式会社日立ビ
ルシステム　関
東支社

総価 749,100
令和2年
4月1日

２
号

46 委託
マルチペイメント収納
対応業務委託（こども
ルームシステム）

学童保育課

　マルチペイメントによる公金収納サービスを利用するため，こど
もルームシステムに下記機能を改修又は追加するもの。　また，改
修又は追加した機能については，テスト及び検証を行うもの。(1)
納入通知書印刷機能(2)コンビニ納付用バーコード等編集機能(3)納
付消込機能(4)依頼情報作成機能

　こどもルーム入所管理を行うシステムの借上について，株式会社ディー・エス・
ケイと契約を行っている。　本案件は，マルチペイメントによる公金収納サービス
を利用するため，同システムの改修や，改修機能のテスト・検証を委託するもので
あり，同社を委託業者として選定する。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 680,900
令和2年
4月1日

２
号

47 委託
柏市コンビニ収納準備
業務委託（こどもルー
ム保育料）

学童保育課
柏市立こどもルーム保育料のコンビニエンスストア収納業務実施に
係る調査等の準備業務を委託するもの。

　柏市では既に収納課，保険年金課，高齢者支援課において公金のコンビニエンス
ストア収納業務を行っており，同業務の運用を㈱エヌ・ティ・ティ・データに委託
している。　本案件はコンビニエンスストア収納業務における費目追加に伴い，同
社内のシステム改修や業務運用の変更を委託するものであるため，同社を委託業者
として選定する。

東京都江東区豊
洲三丁目３番３
号

株式会社エヌ・
ティ・ティ・
データ

総価 821,920
令和2年
4月1日

２
号

48 委託
公金収納サービス費目
追加対応委託

学童保育課
ペイジー収納，コンビニ収納の対象費目追加に伴い，公金収納サー
ビス業務の委託業者へ取扱費目の追加対応を委託するもの

　柏市では，ペイジ－収納，コンビニ収納，クレジット収納，ＯＣＲ読取業務の
データを一元的に処理及び集計する公金収納サービス業務の運用を，指定金融機関
の系列会社であるちばぎんコンピューターサービス株式会社へ委託している。
本案件は，この公金収納サービス業務における取扱費目の追加に伴い，ちばぎんコ
ンピューターサービス株式会社内のシステム改修や業務運用の変更を委託するもの
であるため，同社を委託業者として選定する。

千葉市美浜区中
瀬一丁目１０番
地２

ちばぎんコン
ピューターサー
ビス株式会社

総価 1,061,500
令和2年
4月1日

２
号

49 委託
柏市こども情報メール
配信システム業務委託

保育運営課

柏市がインターネットに接続できるパソコン及び携帯電話等の情報
端末から，こどもに係る情報やその他施設の管理運営に関する情報
を，予め利用登録を行った者に対して，メール配信するための情報
伝達システムの管理・運用を委託するもの。

現行業者以外の業者と契約した場合，既存のインターネットメールアドレスのドメ
インが変わってしまうため，現在同システムに登録している約４万５千人の市民に
登録変更やドメイン設定のやり直しをしていただくなど，市民生活及び業務に大き
な支障が出ることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の契約の性
質又は目的が競争入札に適さない契約であるため，一者随意契約としたい。

大阪府大阪市西
区靭本町二丁目
３番２号　なに
わ筋本町ＭＩＤ
ビル４階

株式会社スマー
トバリュー　ク
ラウドイノベー
ションＤｉｖｉ
ｓｉｏｎ

総価 334,470
令和2年
4月1日

２
号

50 委託
柏市立豊四季保育園乗
用昇降機保守点検業務
委託

保育運営課
　令和元年に新設された柏市立豊四季保育園に設置されている乗用
昇降機の保守，点検を行うもの。

　昇降機は，安全かつ最適な状態で運用されることが前提となる。　豊四季保育園
に設置されている昇降機は，東芝エレベータ株式会社製であり，製造業者あれば，
地震等有事の際の復旧や，部品交換についても早期な対応が可能になるなど，より
安心した施設運営が図れるため。

千葉県千葉市中
央区中央１－１
１－１

東芝エレベータ
株式会社東関東
支社

総価 554,400
令和2年
4月1日

２
号

51 委託
柏市コンビニ収納準備
業務委託（保育所保育
料等）

保育運営課
　柏市の保育所保育料，延長保育料，公立保育園給食費のコンビニ
エンスストア収納業務実施法に係る調査等の準備業務を委託するも
の。

　柏市では既に収納課，保険年金課，高齢者支援課において公金のコンビニエンス
ストア収納業務を行っており，同業務の運用を(株)エヌ・ティ・ティ・データに委
託している。　本案件はコンビニエンスストア収納業務における費目追加に伴い，
同社内のシステム改修や業務運用の変更を委託するものであるため，同社を委託業
者として選定する。

東京都江東区豊
洲三丁目３番３
号

株式会社エヌ・
ティ・ティ・
データ

総価 821,920
令和2年
4月1日

２
号

52 委託
マルチペイメント収納
対応業務委託（保育認
定台帳システム）

保育運営課
　マルチペイメントによる公金収納サービスを利用するため，保育
認定台帳システムの機能を改修又は追加するもの。また，改修又は
追加した機能のテスト及び検証を行うもの。

　保育認定及び入所管理を行うシステムの借上，ネットワーク管理業務委託につい
て，株式会社ディー・エス・ケイと契約を行っている。　本案件は，マルチペイメ
ントによる公金収納サービスを利用するため，同システムの改修や，改修機能のテ
スト・検証を委託するものであり，同社を委託業者として選定する。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 942,700
令和2年
4月1日

２
号

53 委託
公金収納サービス費目
追加対応委託

保育運営課
ペイジー収納，コンビニ収納の対象費目追加に伴い，公金収納サー
ビス業務の委託業者へ取扱費目の追加対応を委託するもの

　柏市では，ペイジ－収納，コンビニ収納，クレジット収納，ＯＣＲ読取業務の
データを一元的に処理及び集計する公金収納サービス業務の運用を，指定金融機関
の系列会社であるちばぎんコンピューターサービス株式会社へ委託している。　本
案件は，この公金収納サービス業務における取扱費目の追加に伴い，ちばぎんコン
ピューターサービス株式会社内のシステム改修や業務運用の変更を委託するもので
あるため，同社を委託業者として選定する。

千葉市美浜区中
瀬一丁目１０番
地２

ちばぎんコン
ピューターサー
ビス株式会社

総価 1,061,500
令和2年
4月1日

２
号

54 委託
柏市こども情報メール
配信システム業務委託

こども福祉
課

　柏市がインターネットに接続できるパソコン及び携帯電話等の情
報端末から，こどもに係る情報やその他施設の管理運営に関わる情
報を，予め利用登録を行った者に対して，メール配信するための情
報伝達システムの管理・運用を委託するもの。

　既に柏市が導入している情報メール配信システムは当該業者のシステムのみであ
り，こども福祉課で情報メールを配信するにあたり，既存システムをこども福祉課
でも導入することによって，大幅なコストダウンとなる。　なお，柏市が当該業者
以外と契約した場合，既存のインターネットメールアドレスのドメインがドメイン
が変わってしまうため，現在同システムに登録している約４万７千人の市民に登録
変更やドメイン設定のやり直しをしていただくなど，市民生活及び業務に大きな支
障が出ることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の契約の性質又
は目的が競争入札に適さない契約であるため，一者随意契約としたい。

大阪府大阪市西
区靭本町二丁目
３番２号　なに
わ筋本町ＭＩＤ
ビル４階

株式会社スマー
トバリュー　ク
ラウドイノベー
ションＤｉｖｉ
ｓｉｏｎ

総価 14,542
令和2年
4月1日

２
号

55 委託
家庭児童相談システム
保守サポート業務委託

こども福祉
課

柏市こども福祉課が運用中の家庭児童相談システムの保守サポート
業務を委託するもの。

当該システムを構築した業者（プロポーザルの実施により平成２６年３月３日導入
業務委託）であり，システムを使用した確実かつ円滑な作業が当該業者しか行えな
いため。

東京都港区芝浦
一丁目２番３号

シャープマーケ
ティングジャパ
ン株式会社　ビ
ジネスソリュー
ション担当

総価 660,000
令和2年
4月1日

２
号



56 委託
一般廃棄物（容器包装
プラスチック類）処理
業務委託

廃棄物政策
課

　本契約は，柏市旧柏地域のごみ集積所に排出された容器包装プラ
スチック類の選別・圧縮保管業務等及び一般廃棄物処理手数料の徴
収に係る業務を委託するものである。　本業務を含む一般廃棄物処
理業務を委託する場合は，廃棄物処理法施行令第４条「委託基準」
において，能力要件として「受託者は，業務を遂行するに足りる施
設，人員，財政的基盤を有し，かつ，受託しようとする業務の実施
に関し相当の経験を有する者であること」，「受託者が自ら受託業
務を実施する者であること」と定められている。また，環境省より
示された指針（平成２０年６月）においても，一般廃棄物処理業務
を委託する場合には，一般廃棄物処理の公共性や環境保全の重要性
に鑑み，業務の確実な履行を重視することが要請される。また，平
成２６年１０月にも更に同趣旨の通知があった。　これらのことか
ら，本業務については，その遅滞や停止による衛生上の問題や不適
正な処理といった様々なリスクが十分排除されるよう考慮すべきで
あり，契約の締結に当たっては，相当な経営基盤，信用，技術，豊
富な経験と実績，十分な装備を有する相手方を選定することは，市
民生活の維持，増進に必要不可欠な要件と判断される。

　当組合は，本業務を安定的かつ継続的に実施するために必要な市内で唯一の処理
施設をはじめ，車両，人員，容器包装プラスチック類の選別・圧縮保管業務に関す
る良好な業務実績を有し，また，経済産業省の外局である中小企業庁により官公需
適格組合の要件を満たすとして証明されている組合であり，官公庁から受注した契
約を十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている。　これまでに述べ
た要件や現状等を総合的に勘案し，本業務を安定的かつ継続的に履行できる者は，
当組合しかいないため。

柏市新十余二７
番地８

柏市廃棄物処理
業協業組合

総価 298,331,000
令和2年
4月1日

２
号

57 委託 資源回収等業務委託
廃棄物政策
課

　本件は，柏市旧柏地域の集積所に排出された資源品及び有害ごみ
の収集，運搬，選別加工及び資源品中間処理施設の維持管理に係る
業務を一括して委託するものである。　資源回収等業務を含む一般
廃棄物処理業務を委託する場合は，廃棄物処理法施行令第４条「委
託基準」において，能力要件として「受託者は，業務を遂行するに
足りる施設，人員，財政的基盤を有し，かつ，受託しようとする業
務の実施に関し相当の経験を有する者であること」，「受託者が自
ら受託業務を実施する者であること」と定められている。また，環
境省より示された指針（平成２０年６月）においても，一般廃棄物
処理業務を委託する場合は，一般廃棄物処理の公共性や環境保全の
重要性に鑑み，業務の確実な履行を重視することが要請されてい
る。また，平成２６年１０月にも更に同趣旨の通知があった。　こ
れらのことから，本業務については，その遅滞や停止による衛生上
の問題や不適正な処理といった様々なリスクが十分排除されるよう
考慮すべきであり，契約の締結に当たっては，相当な経営基盤，信
用，技術，豊富な経験と実績，十分な車両等を有する相手方を選定
することは，市民生活の維持，増進に必要不可欠な要件と判断され
る。

　当組合は，本業務を安定的かつ継続的に実施するための収集車両や施設，人員，
資源回収業務及び選別加工，施設維持管理に関するノウハウや実績を有し，また，
経済産業省の外局である中小企業庁により官公需適格組合の要件を満たすとして証
明されている組合であり，官公庁から受注した契約を十分に責任を持って履行でき
る経営基盤が整備されており，本業務に取り組んできている。　これまでに述べた
要件や現状等を総合的に勘案し，市内事業者の育成という側面も考慮すると，下記
組合が委託先として適当であるため。

柏市十余二３４
８番地の２１２

柏市再生資源事
業協業組合

総価 690,000,000
令和2年
4月1日

２
号

58 委託
柏市コンビニ収納準備
業務委託（一般廃棄物
（し尿）処理手数料）

環境サービ
ス課

一般廃棄物（し尿）処理手数料のコンビニエンスストア収納業務実
施に係る調査等の準備業務を委託するもの。

　柏市では既に収納課，保険年金課，高齢者支援課において公金のコンビニエンス
ストア収納業務を行っており，同業務の運用を(株)エヌ・ティ・ティ・データに委
託している。　本案件はコンビニエンスストア収納業務における費目追加に伴い，
同社内のシステム改修や業務運用の変更を委託するものであるため，同社を委託業
者として選定する。

東京都江東区豊
洲三丁目３番３
号

株式会社エヌ・
ティ・ティ・
データ

総価 821,920
令和2年
4月1日

２
号

59 委託
マルチペイメント収納
対応業務委託（清掃手
数料管理システム）

環境サービ
ス課

　マルチペイメントによる公金収納サービスを利用するため，清掃
手数料管理システムの機能を改修又は追加するもの。また，改修又
は追加した機能のテスト及び検証を行うもの。

　一般廃棄物（し尿）処理手数料の利用者及び賦課徴収を管理するシステムの借
上，賦課徴収に係る処理業務委託を，株式会社ディー・エス・ケイと契約を行って
いる。　本案件は，マルチペイメントによる公金収納サービスを利用するため，同
システムの機能を改修・追加し，それらの機能をテスト・検証するものであり，同
社を委託業者として剪定する。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 993,300
令和2年
4月1日

２
号

60 委託
公金収納サービス費目
追加対応委託

環境サービ
ス課

ペイジ―収納，コンビニ収納の対象費目追加に伴い，公金収納サー
ビス業務の委託業者へ取扱費目の追加対応を委託するもの

　柏市では，ペイジ―収納，コンビニ収納，クレジット収納，ＯＣＲ富取業務の
データを一元的に処理及び集計する公金収納サービス業務の運用を，指定金融機関
の系列会社であるちばぎんコンピューターサービス株式会社へ委託している。　本
案件は，この公金収納サービス業務における取扱費目の追加に伴い，ちばぎんコン
ピューターサービス株式会社内のシステム改修や業務運用の変更を委託するもので
あるため，同社を委託業者として選定する。

千葉市美浜区中
瀬一丁目１０番
地２

ちばぎんコン
ピューターサー
ビス株式会社

総価 1,061,500
令和2年
4月1日

２
号



61 委託
し尿収集運搬業務委託
（旧沼南Ｃ地区）

環境サービ
ス課

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び柏市廃棄物処理清掃条例
に基づき，一般家庭及び事業者等のし尿を収集し，運搬する。　本
業務は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条の２第１項に
より，「市町村が市民の生活環境の保全上支障が生じないうちに収
集し，これを運搬し処分しなければならない」と規定され，市町村
の責務として位置づけられている。一方，市町村以外の者に委託
（法第６条の２第２項）することもでき，基準も政令（法施行令第
４条第１項）で定められている。政令の委託基準の資格要件が「受
託者が受託業務を遂行するに足りる施設，人員及び財政的基礎を有
し，かつ，受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する
者であること。」とされていることから，本業務を委託するにあ
たっては継続的かつ安定的に履行するため，法及び政令の規定を満
たすことが重要な要件である。

　下記業者は旧沼南当該エリアにおいて，本業務を昭和５１年から委託で実施し，
当初から当該地域の事情に精通していることを考慮し，下記業者に業務委託するこ
とが最善であると考える。　以上から，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号により下記の者と随意契約したい。

柏市藤ケ谷１２
１５番地４

有限会社沼南清
掃

総価 3,575,000
令和2年
4月1日

２
号

62 委託
し尿収集運搬業務委託
（旧沼南Ｂ地区）

環境サービ
ス課

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び柏市廃棄物処理清掃条例
に基づき，一般家庭及び事業者等のし尿を収集し，運搬する。　本
業務は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条の２第１項に
より「市町村が市民の生活環境の保全上支障が生じないうちに収集
し，これを運搬し処分しなければならない」と規定され，市町村の
責務として位置づけられている。一方，市町村以外の者に委託（法
第６条の２第２項）することもでき，基準も政令（法施行令第４条
第１項）で定められている。政令の委託基準の資格要件が「受託者
が受託業務を遂行するに足りる施設，人員及び財産的基礎を有し，
かつ，受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者で
あること。」とされていることから，本業務を委託するにあたって
は継続的かつ安定的に履行するため，法及び政令の規定を満たすこ
とが重要な要件である。

　下記業者は旧沼南当該エリアにおいて，本業務を昭和５１年から委託で実施し，
当初から当該地域の事情に精通していることを考慮し，下記業者に業務委託するこ
とが最善であると考える。　以上から，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号により下記の者と随意契約したい。

柏市藤ヶ谷１７
８７番地４５

有限会社大久保
清掃

総価 5,349,960
令和2年
4月1日

２
号

63 委託
し尿収集運搬業務委託
（旧沼南Ａ地区）

環境サービ
ス課

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び柏市廃棄物処理清掃条例
に基づき，一般家庭及び事業者等のし尿を収集し，運搬する。　本
業務は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条の２第１項に
より，「市町村が市民の生活環境の保全上支障が生じないうちに収
集し，これを運搬し処分しなければならない」と規定され，市町村
の責務として位置づけられている。一方，市町村以外の者に委託
（法第６条の２第２項）することもでき，基準も政令（法施行令第
４条第１項）で定められている。政令の委託基準の資格要件が「受
託者が受託業務を遂行するに足りる施設，人員及び財産的基礎を有
し，かつ，受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する
者であること。」とされていることから，本業務を委託するにあ
たっては継続的かつ安定的に履行するため，法及び政令の規定を満
たすことが重要な要件である。

　下記業者は旧沼南当該エリアにおいて，本業務を昭和５１年から委託で実施し，
当初から当該地域の事情に精通していることを考慮し，下記業者に業務委託するこ
とが最善であると考える。以上から，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号により下記の者と随意契約したい。

柏市藤ケ谷新田
１２６番地

有限会社近藤清
掃社

総価 13,778,600
令和2年
4月1日

２
号

64 委託
し尿収集運搬業務委託
（旧柏地区）

環境サービ
ス課

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び柏市廃棄物処理清掃条例
に基づき，一般家庭及び事業者等のし尿を収集し，運搬する。　本
業務は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条の２第１項に
より市町村が市民の生活環境の保全上支障が生じないうちに収集
し，これを運搬し処分しなければならないと規定されており，市町
村の責務として位置づけられている。一方，市町村以外の者に委託
（法第６条の２第２項）することもでき，その場合の基準も政令
（法施行令第４条第１項）で定められている。政令の委託基準の資
格要件が「受託者が受託業務を遂行するに足りる施設，人員及び財
政的基礎を有し，かつ，受託しようとする業務の実施に関し相当の
経験を有する者であること。」とされていることから，し尿の収集
運搬業務を委託するにあたっては継続的かつ安定的に履行するた
め，法及び政令の規定を満たすことが重要な要件である。

　旧柏地区においては，平成２０年度から，それまでの直営から業務委託に変更し
た。その理由は，下水道の拡充や合併浄化槽の普及に伴い，し尿収集世帯が減少傾
向にあること，また，現業職員の定年退職者不補充の方針により，直営での収集・
運搬業務の継続が困難な状況になるため，安定した収集・運搬業務の推進と経費削
減を図るためである。　業務委託を開始するにあたり，旧柏地区でし尿（仮設トイ
レ）及び浄化槽汚泥の収集・運搬を行っていた４業者に対し，委託の受け皿として
４業者で構成する協業組合設立を促し，「柏市環境サービス協業組合」を設立した
経緯がある。現在も旧柏地区において，し尿（仮設トイレ）及び浄化槽汚泥の収
集・運搬の許可業者は，これら４業者のみである。　以上により，専門事業体とし
て構成する柏市環境サービス協業組合に業務委託することが最善と考える。

柏市大青田１６
４９番１

柏市環境サービ
ス協業組合

総価 52,800,000
令和2年
4月1日

２
号

65 委託
廃乾電池・蛍光管処分
委託

北部クリー
ンセンター

　柏市北部クリーンセンターに有害ごみとして搬入された使用済み
乾電池や蛍光管等の水銀含有廃棄物を適正に処分する。（処分量
は，年間１１０トン程度）

　使用済み乾電池や蛍光管等の水銀含有廃棄物に関しては，国の方針である「家庭
から排出される水銀使用廃用品の分別回収ガイドライン」に沿った処理が求められ
る。公益社団法人全国都市清掃会議から広域回収・処理センターに指定される野村
興産株式会社は，当該ガイドラインの基準を満たす設備を有しており，破砕，選
別，焙焼等の処理工程を経て，水銀，金属，ガラス等を適正に回収し，ほぼ１０
０％リサイクルすることのできる国内唯一の企業である。

東京都中央区日
本橋堀留町二丁
目１番３号

野村興産株式会
社

単価 128,700
令和2年
4月1日

２
号

66 委託
柏市清掃工場長期責任
委託事業運営モニタリ
ングの支援業務委託

北部クリー
ンセンター

清掃工場の管理・運営に関する長期責任委託事業について，契約書
に基づき適正に履行されているかを確認するために，清掃工場の性
能維持や管理運営方法の基準となる要求水準書の進捗状況の確認，
事業計画書および履行契約書の内容確認，委託会社の経営状況の分
析，契約内容の疑義に関する処理の支援業務などを多角的に行うも
の。

本委託業務は事業の契約内容に精通している業者でなければ行うことができない。
下記業者は長期責任委託事業を導入する際，柏市とのアドバイザー契約を締結して
おり，当該事業の実施方針の立案，要求水準書の作成，契約書などの書類作成から
契約交渉までを行った業者であるため。

東京都品川区東
五反田2丁目18
番地1号

株式会社　日本
総合研究所

総価 1,540,000
令和2年
4月1日

２
号



67 委託
新水処理施設保守点検
業務委託

北部クリー
ンセンター

布施新水処理施設及び関連施設の保守点検業務を適正に行い，柏市
廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に記述されて
いる放流水排出基準を遵守するもの

本設備はカルシウム濃度及びpHの高い浸出水が原水として流入し，各機器や配管類
に与えるスケーリングの負荷が過大であり，施設の保守管理が難しくなっている。
このため，施設の保守管理には技術力を必要とし，施設全体の熟知度も高くならな
ければならない。したがって，本水処理施設の処理機能を適正に維持していくため
には中長期的な工程別機器類の交換及び槽清掃等のメンテナンス計画を作成する必
要があり，また，専門的な判断及び施設全体の熟知度が要求される。よって，当施
設の保守管理は，設計施工業者でもあり，施設に精通している株式会社神鋼環境ソ
リューションでなければ，適性かつ迅速な運転管理は困難である。

東京都品川区西
品川１丁目１番
１号

株式会社神鋼環
境ソリューショ
ン　東京支社

総価 16,500,000
令和2年
4月1日

２
号

68 委託
地下水汚染除去装置保
守点検委託

環境政策課
　市内四箇所に設置された地下水汚染物質の除去を目的として設置
されている「地下水汚染除去装置」の保守点検を実施し，装置の機
能を正常に維持するもの

　地下水汚染除去装置は特殊な装置であり，製造メーカーであるオルガノ株式会社
により独自の構造及び設計がされており，当該装置のメンテナンスを実施するには
その装置に関する専門性及び技術力を有している必要がある。　また，市内に設置
されている装置はどれも設置から１０年以上が経過し，老朽化が進んでおり，本装
置に対する正確かつ豊富な見識，経験に精通したものでなければ，万が一の故障等
の際に迅速な対応を行うことができない。　よって，製造元であるオルガノ株式会
社の機器メンテナンス会社であり，本装置についてより専門的に精通している下記
業者を選定する。

東京都文京区本
郷五丁目５番１
６号

オルガノプラン
トサービス株式
会社　関東事業
所

総価 1,100,000
令和2年
4月1日

２
号

69 委託

柏市第二清掃工場運営
管理委託事業運営モニ
タリングの支援業務委
託

南部クリー
ンセンター

清掃工場の管理・運営に関する長期責任委託事業について，契約書
に基づき適正に履行されているかを確認するために，清掃工場の性
能維持や管理運営方法の基準となる要求水準書の進捗状況の確認，
事業計画書および履行契約書の内容確認，委託会社の経営状況の分
析，契約内容の疑義に関する処理の支援業務などを多角的に行うも
の

本委託業務は事業の契約内容に精通している業者でなければ行うことができない。
下記業者は長期責任委託事業を導入する際，柏市とのアドバイザー契約を締結して
おり，当該事業の実施方針の立案，要求水準書の作成，契約書などの書類作成から
契約交渉までを行った業者であるため。

東京都品川区東
五反田二丁目１
８番１号

株式会社日本総
合研究所

総価 1,540,000
令和2年
4月1日

２
号

70 委託
第二最終処分場浸出水
処理施設運転管理業務
委託

南部クリー
ンセンター

　本案件は，第二最終処分場及び旧最終処分場の埋立施設からの浸
出水を厳しい排水基準（自主基準）に適合させるための処理施設に
ついて運転管理業務委託を行うもの。

　厳しい自主規制値が設定されていることから通常の施設運転管理より高い技術力
が必要であり，さらに，設計時とは異なる状況になった場合等の的確かつ速やかな
対応を取る必要がある。そのためには本施設の設計施工者からの助言が必要であ
り，当該事業者は唯一対応が可能である。

東京都品川区西
品川１丁目１番
１号

株式会社神鋼環
境ソリューショ
ン　東京支社

総価 11,440,000
令和2年
4月1日

２
号

71 委託
産業廃棄物情報管理シ
ステム保守管理委託

産業廃棄物
対策課

　①産業廃棄物処理業等に係る許認可に関する情報，②事業者等に
対する指導状況等の記録及び保存，③それらの情報検索，加工等を
行うシステムである。　本委託は，システムの正常な稼働を確保
し，必要に応じて行う軽微なソフトウェアの変更により，常に最適
化されたシステム環境を維持する業務である。

　選定した業者は，当該システムを開発した業者であり，当該システムに関する情
報やノウハウを持っており適切な対応を行うことができる。　特に障害が発生した
場合，当該システムを開発した業者のノウハウが無ければ，対応が困難になる。

千葉市中央区港
町１２番２１号

株式会社プラム
シックス

総価 1,930,500
令和2年
4月1日

２
号

72 委託
若者の職業自立支援事
業委託

商工振興課

　学校卒業あるいは離職後無職であり，就労をはじめとして自身の
将来に向けた取り組みの意欲がある若者およびその家族を対象に，
国の地域若者サポートステーションと連携して，個別相談，キャリ
ア開発プログラム，作業トレーニング等により，就労への支援を展
開するもの。

　当事業は，学校卒業あるいは離職後無職であって就労等の意欲があるが，自身で
は就労が困難な若者に対して職業的自立のための支援を行うもので，利用者の状況
に応じた専門的且つ継続した支援を必要とする。事業の性質上，国の地域若者サ
ポートステーションと連携した包括的な事業展開により，より高い効果を発揮する
ことができる。また，個人情報の適正な取り扱いからも国事業と同一の事業者が実
施する必要がある。　当事業者は，平成２１年度から柏市を拠点とした地域若者サ
ポートステーション事業を受託し，市事業とあわせた事業展開により毎年多くの若
者を就労に結び付けるなど，着実に実績を挙げている。そのため，事業に精通した
高い専門性を有していること，事業の継続性，これまでの実績，国事業を受託して
いることを鑑み，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により，当契約の
相手方として当事業者を選定して契約することが最適である。

柏市柏三丁目１
番９号丹羽ビル
３０５号

（特非）キャリ
アデザイン研究
所

総価 14,234,000
令和2年
4月1日

２
号

73 委託
令和２年度道路台帳電
算補正業務委託

道路総務課

　道路台帳の作成は，道路法第２８条により道路管理者に義務付け
られ，道路台帳の内容（記載事項，様式，保管場所等）について
は，道路法施行規則第４条の２により全国的な統一が図られてい
る。　本市では，昭和５８年度から道路法第２８条に基づく道路台
帳整備を行い，新設・変更等の補正を毎年実施している。　また，
平成１７年度から窓口等に道路管理システムを導入しており，現況
道路データとの整合性が取れるよう迅速かつ経済的な台帳補正を実
施している。　本件業務は，新たに現地測量を行ったことにより得
られたデータ等を道路台帳整備に係る補正分等のデータ修正として
道路管理システムに反映させるものである。

　柏市が導入している上記道路管理システムのプログラム等の著作権は，国際航業
株式会社が保有している。　そのため，下記の契約の相手方以外の者が，この道路
管理システムのプログラム等を使用して，上記データの修正を行うことは困難であ
る。　また，下記の契約の相手方以外の者が，当該道路管理システムの修正を行う
ためには，新たに同様のシステムのプログラム等の開発が必要となり，非効率かつ
非経済的である。　他方，下記の相手方は既存の道路管理システムのソフト及び既
存データの利用が可能であるほか，当該道路管理システムの使用方法等にも精通し
ている。  以上により，経済的な優位性があり，かつ，本件業務の円滑な遂行に資
する唯一の業者であると見込まれることから契約相手として選定した。

千葉市美浜区中
瀬１丁目３番地

国際航業株式会
社　千葉支店

単価 14,056,900
令和2年
4月1日

２
号

74 委託
下水道（雨水）情報管
理システム保守委託

河川排水課
　下水道（雨水）情報管理システムを構成するソフトウェアを良好
な状態に保つための保守委託である。

　本システムは，国際航業株式会社が開発したソフトであり，プログラムの仕様が
一般に公開されていないことから，他社に保守を行わせることが出来ない。　以上
の理由から，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により一者随意契約を
行うこととしたい。

千葉市美浜区中
瀬１丁目３番地

国際航業株式会
社　千葉支店

総価 605,000
令和2年
4月1日

２
号



75 委託
柏市自転車保管所運営
等業務委託

交通施設課

(1) 自転車保管所運営業務　　撤去自転車等を，自転車保管所にて
放置自転車管理システムを利用し，適正に管理す　るとともに撤去
保管料の徴収，返還申出者に対する応対や苦情処理，その他処分対
象と　なる自転車等の仕分け等を行う。なお，撤去した放置自転車
等の管理に必要な管理シス　テムを配備し，併せて必要なパソコン
やプリンター等も配備する。(2) 自転車等放置禁止区域内放置自転
車等撤去業務　　柏市駐輪場等条例及び柏市自転車等放置防止条例
に基づき，市営駐輪場に放置してあ　る自転車等や柏市内の自転車
等放置禁止区域内に放置してある自転車等を撤去して，自　転車保
管所に移送する。(3) 自転車等放置禁止区域外放置自転車等撤去業
務　　柏市自転車等放置防止条例に基づき，柏市内の自転車等放置
禁止区域外に放置してあ　る自転車等を撤去して，自転車保管所に
移送する。

　柏駅周辺の市営駐輪場を平成２８年度より指定管理者として管理運営を行うにあ
たり，当業務及び柏駅周辺街頭巡回指導業務を，駐輪場の指定管理と併せて包括的
に委託する形での募集を行った結果，芝園開発株式会社が指定管理者として選定さ
れた。　これらの業務を一括して行うことで，柏駅周辺全ての駐輪場と街頭巡回指
導員，撤去作業員との連携がとれるため，より効率的な放置自転車対策が行われて
いる。　また，同一事業者による一括管理のため，撤去自転車に係る情報共有や人
員削減が図られ，サービス向上や苦情削減，経費削減につながることとなるため。

東京都足立区千
住三丁目６６番
地１６

芝園開発株式会
社

総価 13,055,902
令和2年
4月1日

２
号

76 委託
柏駅周辺街頭巡回指導
業務委託

交通施設課
　柏駅周辺の自転車等放置禁止区域内を巡回または定点で監視し，
自転車及び原動機付自転車を放置しようとする自転車利用者に指導
及び啓発を通じ，放置防止につなげる。

　柏駅周辺の市営駐輪場を平成２８年度より指定管理者として管理運営を行うにあ
たり，当業務及び柏市自転車保管所運営等業務を，駐輪場の指定管理と併せて包括
的に委託する形での募集を行った結果，芝園開発株式会社が指定管理者として選定
された。　これらの業務を一括して行うことで，柏駅周辺全ての駐輪場と街頭巡回
指導員，撤去作業員との連携がとれるため，より効率的な放置自転車対策が行われ
ている。　また，同一事業者による一括管理のため，撤去自転車に係る情報共有や
人員削減が図られ，サービス向上や苦情削減，経費削減につながることとなるた
め。

東京都足立区千
住三丁目６６番
地１６

芝園開発株式会
社

総価 17,610,415
令和2年
4月1日

２
号

77 委託
下水道施設関連事故に
係る現場確認等業務委
託

下水道維持
管理課

　柏市内の下水道施設に関連する事故に対し，早急に現場確認する
ことで被害の拡大や二次災害の発生を防ぐことを目的としている。

　本案件は，業務の性質として，下水道施設に関する専門知識があること，３６５
日２４時間対応が可能であること，また，早急に現場に到着できることが条件にな
る。　下記業者は，以上の条件を満たしており，特に柏市内に４７箇所の拠点を有
していることで，短時間で現場へ到着することが可能であるため。

柏市十余二２５
４番地５１８

柏市管工事
（協）

単価 1,101,232
令和2年
4月1日

２
号

78 委託
柏市下水道台帳管理シ
ステム（ＧＩＳ）保守
業務委託

下水道維持
管理課

　本業務委託は，下水道維持管理課で運用している下水道台帳管理
システム（ＧＩＳ）の保守業務を委託するものです。

　本業務委託は，現在導入している柏市下水道台帳管理システム（ＧＩＳ）の保守
業務を委託するものであり，当システムは柏市独自の仕様であることから，当シス
テムの開発業者である下記業者以外の業者が保守業務を行うことは困難であり，他
の業者と契約すると著しい支障を生じる恐れがある為，地方自治法第１６７条の２
第１項第２号の規定により本業務委託契約を下記業者と締結したい。

千葉市美浜区中
瀬１丁目３番地

国際航業株式会
社　千葉支店

総価 2,145,000
令和2年
4月1日

２
号

79 委託
柏ビレジ排水ポンプ場
保守点検委託

下水道維持
管理課

  本施設は降雨の際に雨水を排除する施設であり、通常時は自然流
下による排水を行っているが、自然流下では対応できないほど流量
が増えた場合，また，利根川の水位が上昇し自然流下で雨水を排出
できない時には排水ポンプによる強制排水を行っており，花野井・
大室地区における重要な防災施設であることから，通常時及び非常
時に施設が円滑に稼動するよう年間を通じての保守点検を委託する
もの。

　本委託で保守点検を行うポンプ・操作盤等の施設は㈱日立製作所の製品であり，
保守点検を行うにはメーカー独自のノウハウが必要であることから，㈱日立製作所
の特約店でなければ保守点検を行うことが出来ない。特約店以外が保守点検を行っ
た場合はメーカーの保証を受けることが出来ないこともあり，㈱日立製作所の保守
点検の特約店であり，当施設における長年の保守点検の実績もある下記業者へ引き
続き委託することで，通常時及び非常時共に施設の円滑な運用を図ることが出来
る。

千葉市若葉区貝
塚町２０３４番
地の１

昱株式会社　千
葉支店

総価 4,620,000
令和2年
4月1日

２
号

80 委託
電算業務委託（下水道
事業）

下水道経営
課

　下水道受益者負担金の賦課処理，消込処理，猶予台帳作成，負担
金猶予筆一覧表作成，催告書作成，資産税土地照合処理，自衛隊区
域の居住者集計処理，住民記録オンライン業務処理を委託するも
の。

　今回契約を予定している電算処理業務は，住民記録，税事務等の基幹系業務と
データ連携した業務が中心となっていることから，データ構造や外字文字などにお
いて連携を保つ必要があり，同一業者に委託することが望ましい。また，上記以外
の業務についても，業務に沿ったシステムのカスタマイズを行うことで業務効率の
向上や，法改正等に対応してきた経緯がある。　本件について，仮に委託業者を変
更した場合には，システムを当初から構築しなければならず，また，現在取り扱っ
ているデータを新たな環境で使用するためのデータ変換作業等に，相当な時間と多
額の経費が必要となることが予想される。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 1,353,000
令和2年
4月1日

２
号

81 委託
柏市下水道受益者負担
金システム（ＧＩＳ）
保守業務委託

下水道経営
課

　柏市公共下水道受益者負担金システム(ＧＩＳ）を構成するソフ
ウエアを良好な状態に保つために，当該システムの保守管理を行う
の。

　本システムは柏市独自のものであり，システム開発業者である国際航業株式会社
以外には本業務を行うことが困難であり，また，他の業者と契約すると業務に著し
い障害が生じる恐れがある。よって，国際航業株式会社は本業務を円滑効率的に実
施することが唯一可能な業者であるため当業者を指名する。

千葉市美浜区中
瀬１丁目３番地

国際航業株式会
社　千葉支店

総価 1,760,000
令和2年
4月1日

２
号

82 委託
公共下水道整備計画策
定支援システム保守・
改良委託

下水道経営
課

　本業務は，柏市公共下水道整備計画策定支援システムを構成する
ソフトウェアを良好な状態に保つとともに，基本データの更新やシ
ステムデータの修正及び業務のサポート等を実施するもの。

　この公共下水道整備計画策定支援システムは，柏市独自のものであることから，
システム開発者である株式会社東京設計事務所以外には業務を行うことが困難であ
り，他の業者と契約すると業務に著しい支障をきたす恐れがある。よって，本業務
を円滑，効率的に実施するためには下記事業者に委託することが最適と考えられ
る。

柏市亀甲台町一
丁目６番２号
若葉ビル

株式会社東京設
計事務所　東葛
飾事務所

総価 6,490,000
令和2年
4月1日

２
号

83 委託
柏市下水道検針徴収及
び電子計算処理業務委
託

下水道経営
課

井戸水及び専用水道分の下水道使用料検針徴収及び電子計算処理業
務を委託するもの

検針徴収業務委託は，水道部と下水道が別の業者と令和元年度末までの複数年契約
をしており，次期契約は水道庁舎建替え及び両部門の組織統合を見据え両部門一体
での発注を予定している。平成３０年度業者選定予定であったが，参加予定業者か
ら移転時期不明な現時点では見積り不可能との報告があり，現契約を随意契約で１
年延長することで両部門が合意していた。ところが，同年夏に水道庁舎工事の設計
変更等により工期が約１年近く遅延し，両部門の協議により業者選定を再延長する
こととした。新庁舎は令和３年夏頃完成予定だが，令和２年夏時点で契約手続き可
能か不確実なため，令和３年度に次期契約手続きを行うこととする。次期契約では
水道・下水道両事業の業務を一業者が受注するため引継ぎは慎重に行う必要があ
り，準備期間は現受託者２者と新受託者が１年間同じ場所で業務を行うことが望ま
しいこと，また，令和４年度組織統合予定のため，業務監督する側と新旧受託者が
一体で執務可能になる令和４年度を準備期間としたい。そのため，現受託者との契
約を最大で令和４年度まで継続することとしたい。

千葉市中央区本
千葉町４番３号

シーデーシー情
報システム株式
会社

総価 27,126,000
令和2年
4月1日

２
号



84 委託
予約型相乗りタクシー
「カシワニクル」シス
テム運営業務委託

交通政策課

　当該業務は，沼南地域においてデマンド型交通である予約型相乗
りタクシー「カシワニクル」の運行に伴い，オンデマンドシステム
「コンビニクル」を利用するものである。　当該システムは，利用
者ニーズに対応しつつ複数の利用者を極力相乗りさせる配車管理を
行うものであり，これにより最低限の車両による効率的かつ効果的
な運行が可能となり，事業者の円滑な運行管理に寄与するものであ
る。　また，当システムのログデータなどを検証・活用することに
より，利用実態，交通行動及び地域ニーズなどの把握が可能であ
り，市の交通計画策定の基礎資料としての使用が可能となるなどの
メリットを有するシステムとなっている。

　当該委託事業は，平成２４年度からのデマンド交通運行開始に伴い，最適なシス
テムを選定するために複数者（４製品）のデマンド交通システムの比較検討を実施
し，最も適したものとして「コンビニクル」システムを選定したところである。
当システムの選定理由としては，新たな事業者に変更する場合，データ入力等の初
期費用がかかること，また運行開始から現在までの利用実績データが蓄積されてお
り，今後の運行計画の見直しに使用できることがある。そのため現在まで当システ
ムを使用し，大きな支障もなかったことから継続して契約を行いたい。

東京都豊島区東
池袋五丁目４４
番１５号

順風路株式会社 総価 773,520
令和2年
4月1日

２
号

85 委託
道路パトロール支援業
務委託

道路保全課

柏市が管理する市道の維持補修について，パトロールで使用する公
用車に加速度センサー（路面の凹凸の揺れを検知）及びＧＰＳ機能
が付随したスマートフォン等の機器を設置することにより，パト
ロール中に自動的に路面の損傷データ及び損傷箇所を取得し，生活
道路を含めた市内全域の道路損傷状況の把握及び路線の損傷評価を
行うこと，また，市民通報等の要望受付処理，及び現場調査時にス
マートフォン等の機器にて撮影し，写真データをシステム上で共有
し，パソコン上で要望内容・位置・現場写真を示す報告書を作成す
ること等，効果的かつ効率的な維持補修を行うことを目的とする。
本業務は上記目的を遂行するために，担当職員自身で，損傷デー
タ・位置情報の取得から損傷状況の把握・評価，及び要望処理・報
告書の作成までを包括的に実施できるシステムを導入する業務であ
る。

本件は，平成２６年度に民間事業者との社会実験で基礎的なシステムを構築し，路
面損傷データの取得及び損傷評価に関する予備実験を行い，平成２７年度より本格
的に導入している。　本件の仕様にあうシステムを所有する相手方が他にいないこ
と，他社で契約した場合，平成２７年度から取得している５年間の路面データにつ
いて解析・運用ができないことから，富士通株式会社を随意契約の相手方として選
定した。

千葉市中央区新
町３番地１３

富士通株式会社
千葉支社

総価 1,537,800
令和2年
4月1日

２
号

86 委託
南柏駅東口前広場上空
通路等清掃業務委託

道路保全課 南柏駅東口上空通路及び乗降施設の清掃業務

南柏駅上空通路は，駅利用者の利便性向上の観点から機能の一環として，ＪＲ南柏
駅と隣接商業施設（フィールズビル）を連結しています。　この隣接商業施設は，
敷地内の清掃を含む管理業務をマミーサービス㈱に委託して，恒常的な衛生や美観
保持を講じています。　このことから，本市が管理する南柏駅上空通路などにおい
ても，この業者に日常の清掃業務を委託することで，本業務の主目的である南柏駅
周辺の一体的な衛生や美観保持が図られることに加え，本市管理区域内での舗装剥
離や乗降施設の不具合など不慮の事故の起因となる情報が迅速に報告され，事故の
未然防止にも効果が期待される。

埼玉県さいたま
市北区宮原町二
丁目４４番１号

マミーサービス
株式会社

総価 2,564,980
令和2年
4月1日

２
号

87 委託
柏駅西口昇降機監視業
務委託

道路保全課 昇降機のモニター監視昇降機の運転及び停止昇降機の緊急対処

　柏駅西口にバリアフリー対策として設置されたエレベーター，エスカレーターに
関する運転状況の監視と事故等に対する安全対策業務を委託するものです。　当該
施設の性格及びその設置場所の関係から，運転時間中常時モニターによる監視を行
い，突発的な故障等が発生した場合は，二次災害を防ぐため迅速に現地で安全対策
を行うことが求められます。　本委託業務遂行に係る条件に対して，下記業者は，
施設最寄のビル内で，２４時間のビル管理業務を行う関係から警備員等が常駐して
いるため，故障等が発生した場合も迅速に対応することが可能です。また，監視業
務に必要なモニター施設を柏市負担で下記業者の事業所内に既に設置しており，他
業者に委託する場合は，通信施設等の移設工事が新たに必要となり結果として最小
の経費で事業を遂行することが困難となります。

東京都中央区日
本橋二丁目１２
番１０号

株式会社高島屋
ファシリティー
ズ

総価 5,009,400
令和2年
4月1日

２
号

88 委託
柏駅昇降機保守点検業
務委託

道路保全課
柏駅東口及び西口に設置されたエレベーター，エスカレーターの保
守点検業務。監視装置保守点検。東口シェルター清掃。

　柏駅東口ダブルデッキ及び柏駅西口歩道橋，サンサン通りに設置している当該施
設は，株式会社日立製作所性であり，特に東口エスカレーターは低速運転機能，車
いす対応機能及び特注の進入防止扉や屋根等の付帯設備を備え，その保守点検業務
にあたっては，特殊部品等の調達及び機器類の調整に熟練した技術を要します。ま
た，施設及びその設置場所の関係から突発的な故障等が発生した場合には，二次災
害を防ぐためにも迅速な対応が求められます。　本委託業務遂行に係る条件に対し
て，下記事業者は，メーカー系列業者であるため，各種製品の性能や特徴に関する
情報をメーカーサイドと共有し，補修部品の選定・調達を迅速に行うことが可能で
す。さらに，突発的な故障が発生した場合もサービスの拠点となる営業所を柏市内
に設けているため，技術者が迅速に安全対策を行うことができます。

柏市柏四丁目８
番１号

株式会社日立ビ
ルシステム　関
東支社

総価 26,848,800
令和2年
4月1日

２
号

89 委託

南柏駅，北柏駅，豊四
季駅，柏たなか駅，高
柳駅昇降機管理業務委
託

道路保全課

南柏駅東口及び西口に設置されたエレベーター，エスカレーターの
保守点検及び監視業務。北柏駅南口広場及び北口自由通路に設置さ
れたエレベーター，エスカレーターの保守点検，監視業務，清掃業
務。豊四季駅自由通路に設置されたエレベーター，エスカレーター
の保守点検，監視業務，清掃業務。柏たなか駅東口及び西口に設置
されたエレベーターの保守点検及び監視業務。高柳駅自由通路に設
置されたエレベーター，エスカレーターの保守点検，監視業務，清
掃業務。

　昇降機の管理については，エレベーター，エスカレーターの保守点検業務や，施
設の運行状況等の２４時間体制の監視業務が必要です。　下記業者は監視カメラを
設置し２４時間監視可能な管制センターを埼玉県春日部市内に有しており，同セン
ター内に設置されたテレビモニター監視員と柏市内の管理物件を巡回する同社の
サービスカーとの連携により，故障時等に迅速に対応することが可能です。　以上
のことから，下記業者は，各種取得免許の基づき監視業務，保守点検業務及び清掃
業務を一体として遂行していくことが唯一可能な業者であります。

東京都墨田区押
上二丁目１２番
７号

東武ビルマネジ
メント株式会社

総価 35,071,300
令和2年
4月1日

２
号



90 委託
「窓口支援システム」
保守管理及び運用サ
ポート業務委託

宅地課
「窓口支援システム」の運用に当たり，当該システム及び関連機器
の保守及び運用上の操作方法等のサポートについて業務委託を行う
もの

「窓口支援システム」は，窓口業務の迅速化及び許可事務等における利便性向上を
図るべく，プロポーザル方式により下記の業者を選定し，システムの構築を図った
ものである。当該システムは，窓口業務等において日常的に使用されるものであ
り，システムの不具合等が生じた場合は，業務に支障をきたさないよう迅速かつ適
切な対応が求められる。そのため，当該システムの保守及び運用上のサポートを行
うものは，内容を熟知している業者と同一であることが望ましい。また，当該シス
テムと関連機器の保守管理を行うものが相違する場合，不具合等の原因追及に時間
を費やし，復旧までの作業が遅延する恐れがある。そのため，当該システムを円滑
に運用するためには，システムの保守管理と関連機器等の保守管理が同一の業者で
あることが求められる。よって，本契約はシステム開発と一体的な性質を持つもの
であり，性質・目的が競争入札に適しないものとして下記の業者と一者随意契約を
締結するものである。

千葉市美浜区中
瀬１丁目３番地

国際航業株式会
社　千葉支店

総価 572,000
令和2年
4月1日

２
号

91 委託
柏市地図情報配信サー
ビス業務委託

都市計画課

  柏市ホームページにおいて，地理情報システム（ＧＩＳ）を活用
した都市計画情報配信サービスを行うため，地図情報配信サービス
の提供及び運用管理等を行うものである。なお，本配信サービス
は，平成２０年度に情報政策課においてプロポーザル形式により契
約したものを，平成２６年度から利用率の特に高い都市計画情報の
配信についてのみ契約を継続するにあたり，担当部署を都市計画課
へ変更した案件である。

本配信サービスのシステムは，株式会社ドーンが所有する独自システムのため，他
の業者が業務を行うことは困難であり，同様のサービスを行おうとする場合は，シ
ステムを構築し直す必要があり，初期費用が発生することとなる。よって，株式会
社ドーンは本業務を円滑，効率的に実施することができる唯一可能な業者である。

兵庫県神戸市中
央区磯上通二丁
目２番２１号
三宮グランドビ
ル５Ｆ

株式会社ドーン 総価 660,000
令和2年
4月1日

２
号

92 委託
市営北柏Ｅ棟緊急通報
システム（シルバーハ
ウジング）事業委託

住宅政策課

市営北柏Ｅ棟のうち２０戸の住戸内に緊急通報装置が設置されてお
り，単身の高齢者及び高齢者世帯が緊急時における通報や日常生活
における相談等で利用している。緊急通報装置はコールセンターと
つながっており，入居者が呼び出しすると駐在する看護師等と会話
ができ，緊急時対応や安否確認を行うことができる。また，市営北
柏Ｅ棟内に生活援助員が派遣されており，入居者の見守り等を行っ
ている。緊急通報が入った場合には，コールセンターから生活援助
員へ緊急内容の情報を提供し，駆けつけ要請等を指示している。

在宅高齢者向けに高齢者支援課が同様のサービスを提供しており，その委託先であ
るＡＬＳＯＫあんしんケアサポート㈱に当事業も委託をすることで効率化を図りた
い。緊急時対応と生活サポートの両面を行っている唯一の事業者であることから，
本契約について下記の事業者と随意契約を締結したい。

東京都大田区山
王一丁目３番５
号

ＡＬＳＯＫあん
しんケアサポー
ト株式会社

総価 528,000
令和2年
4月1日

２
号

93 委託
柏の葉地域のＰＲにお
けるラッピングバス業
務委託

北部整備課

　柏市の北部に位置する柏の葉地域では，柏の葉キャンパス駅や柏
たなか駅周辺でのまちづくりの進捗に伴い，居住人口や事業所の進
出等で賑わいが創出されつつあります。今後，更なるまちの発展の
為，柏の葉地域のＰＲを行い，柏市の新しい顔にふさわしい魅力あ
るまちづくりを戦略的に取組んでいく事業のひとつとして，ラッピ
ングバスを行うものです。

　毎年１０月に行っている人口統計を基に転入元を調査したところ，神奈川県から
の転入が一定数確認できたことから羽田空港を起点として，横浜方面の運行を行う
方針としております。　株式会社京急アドエンタープライズは上記方針に合致し，
令和元年７月２３日付け委託第５０９号で締結しラッピングバスを施工している車
体を継続して運行できるため，他社に比べ制作費等が不要なため安価であり，ラッ
ピングバスを商品化している唯一可能な業者である。

神奈川県横浜市
西区高島１－２
－８

株式会社京急ア
ドエンタープラ
イズ

総価 2,350,645
令和2年
4月1日

２
号

94 委託
片山新田他２箇所トイ
レ清掃管理業務委託

公園管理課
手賀沼自然ふれあい緑道内に設置しているトイレ（３箇所）の清掃
管理

　今回発注する業務は，千葉県が管理している手賀沼自然ふれあい緑道内に設置さ
れているトイレの清掃管理業務である。上記緑道は，千葉県と指定管理者の協定を
締結した業者が緑道等施設の清掃管理，安全管理(巡回)等を毎日実施することとな
ります。　不特定多数が利用するトイレは，毎日点検等を行い常時良好な状態を維
持し，緊急時には迅速な対応が求められるため，緑道等の管理と一体的に行うこと
で，効率的かつ円滑な維持管理が行え，加えて経費を削減することができる。
したがって，現在，手賀沼自然ふれあい緑道の指定管理者である下記の相手方と地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号により随意契約を締結したい。

松戸市大橋８０
９番地

株式会社新松戸
造園

総価 1,364,000
令和2年
4月1日

６
号

95 委託
柏市民活動情報サイト
ＡＳＰ業務委託

協働推進課

　パーソルワークスデザイン株式会社製「元気３６５」を使用し
て，柏市民活動情報サイトとして，市民活動支援に適したホーム
ページ・デザイン，コンテンツ，機能を提供・発信できるシステム
をＡＳＰ方式で運用するもの。

　当該システムは，市民活動団体向けのＷＥＢサイトを独自に構築できるＡＳＰ方
式のシステムであり，契約先であるパーソルワークスデザイン株式会社の自社開発
のため，保守メンテナンス業務が他社ではできない。　このことから，地方自治法
施行例第１６７条の２第１項第２号により下記業者を選定するものです。

東京都豊島区池
袋二丁目６５番
１８号

パーソルワーク
スデザイン株式
会社

総価 1,243,000
令和2年
4月1日

２
号

96 委託 携帯電話情報配信委託 広報広聴課
柏市が利用登録者へ，行政情報やその他の情報を，インターネット
メールに接続できるパソコンおよび携帯電話へメール配信するため
の情報伝達システムの管理・運用を委託するものである。

現行業者以外の業者と契約した場合，既設のインターネットメールアドレスのドメ
インが変わってしまうため，現在同システムに登録している約３万２千人の市民に
登録変更やドメイン設定の再設定をやり直してもらう必要がある等，市民生活およ
び業務に支障が生じる。

大阪府大阪市西
区靭本町二丁目
３番２号　なに
わ筋本町ＭＩＤ
ビル４階

株式会社スマー
トバリュー　ク
ラウドイノベー
ションＤｉｖｉ
ｓｉｏｎ

総価 508,200
令和2年
4月1日

２
号

97 委託
令和２年度柏市がん検
診等委託

健康増進課
　胃がん検診，大腸がん検診，乳がん検診，子宮がん検診，結核・
肺がん検診，肝炎ウィルス検査及び骨粗しょう症検査の集団検診及
び精密検査について委託するもの。

　当法人は千葉県全域を網羅し，がんを含む生活習慣病，結核等の健診・検診機関
として集団検診車を約５０台保有し，年間延べ７０万人に検診を実施している。検
診に特化した専門医２０名をはじめ，認定検査技師，保健師等有資格の専門スタッ
フを揃え，高度な医療サービスを提供する体制を維持している。　また，臨床検査
室の国際規格である「ISO15189」を取得継続しており，国際基準に沿った品質管理
能力および技術能力があること，また，プライバシーマーク認定事業者として適切
な個人情報の保護管理を行っている。さらに，平成２９年度からは当法人による検
診予約システムを活用し，受診者の利便性の向上とともに事務の効率化が図られ
た。　このように，十分な経験と実績があり，柏市の要望する検（健）診希望者に
対して，検（健）診を実施できる検診機関は他にはない。加えて高い精度管理を行
える機関であるため，契約の相手方として選定する。

千葉市美浜区新
港３２番地１４

（公財）ちば県
民保健予防財団

単価 144,171,962
令和2年
4月1日

２
号



98 委託
令和２年度柏市がん検
診事務委託

健康増進課

柏市がん集団検診事務（以下，「本事業」という。）は，がん検診
の進行管理を含めた一連の事業について委託するものである。検診
準備では，検診の案内状封入封緘，発送を行い，また，検診前日に
は会場設営，当日は，受付，看護師による問診，受診者の健康管
理，問合せ及び相談対応までを執り行う。また，検診後は，結果の
発送まで行い，柏市の集団検診をトータルでサポートするものであ
る。

本事業は，市民が適切かつ迅速に，検診を受診できるようサポートし，また，正し
い健康意識の普及啓発を図り，もって，健康の保持及び増進を図る事業である。
よって，価格競争の余地がない医療行為の対価である診療報酬に基づいて行われる
がん検診に準じて，不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とし，
利益を追求しない公益団体に委託することは，本事業の趣旨に適うものである。
公益財団法人柏市医療公社（以下「医療公社」という。）は，「医療及び公衆衛生
に関して」，「柏市域における住民の健康や，福祉の増進を図り，地域社会の健全
な発展に寄与することを目的として」設立された公益財団法人で，柏市立柏病院,
急病診療及び特殊歯科診療事業等公益事業を行っている。故に，現に医療事務に従
事している者を本事業に配置できるため，適切な問診業務及び保健指導ができると
ともに，市民からの要望及び苦情，検診時の事故，急病人の発生等不測の事態が起
きた場合，履行場所にて適切かつ迅速に対応できると考えられ，本事業を医療公社
に委託することは有益である。

柏市布施１番地
３柏市立柏病院
内

（公財）柏市医
療公社

総価 72,050,053
令和2年
4月1日

２
号

99 委託
かしわ市議会だより編
集業務委託

議会事務局
　市議会だよりを，市民に手にとってもらえるデザイン，市議会に
関心を持ってもらえるよう，見やすく，わかりやすく，読みやすい
紙面にするために編集業務を委託するもの

　本業務は専門性を要し，企画力や実績等，価格以外の要素も含め総合的な評価に
よる選定が必要であり，各事業者の提案を比較，検討するため，議会において議会
だより編集業務委託業者選定検討会を組織，公募により事業者を広く募集し，事業
者から提案を受け，審査の結果，同者を候補者として選定の上，平成２９年度より
契約している。３年間の実績を踏まえ，以下の理由により一者随意契約を締結す
る。(1) 同者は，各地方議会の会議録作成を専業としているとともに，そのノウハ
ウから，自　治体議会報編集業務に関し，１０自治体，約２０年の実績を有してい
る。(2) 議会の仕組みや用語等に精通した社員を擁し，わかりやすく議案や審議の
報告等を伝　えるすべを有するほか，デザイン，企画記事等の提案に優れ業務の目
的が達成できる。(3) 本市議会の会議録作成を現在受託していることから，本市議
会の流れや各定例会にお　いて主に審議された重点事項等についても把握，熟知し
ており，定例会終了後から発行　までの限られた期間での編集作業等も迅速に対応
できる。

埼玉県鴻巣市鎌
塚一丁目４番１
２号

株式会社会議録
センター

単価 2,720,960
令和2年
4月1日

２
号

100 委託
議場会議システム保守
点検委託

議会事務局
　技術者を派遣して保守点検を行い，議場会議システムを常に最良
の状態にすること。なお，故障等緊急を要するものは，その都度修
理及び調整作業を行うこと。

　当該業者は，平成２２年度及び平成３０年度に議場の音響設備一式の更新工事を
行っており，当該設備を熟知している。システムの保守点検には当該システムを熟
知していることが前提となるため，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
の契約の性質上競争入札に適さないものと判断されるため，下記業者と随意契約を
締結したい。

東京都千代田区
東神田一丁目７
番８号

株式会社東和エ
ンジニアリング

総価 770,000
令和2年
4月1日

２
号

101 委託
柏市議会会議録作成等
委託

議会事務局

(1) 本会議会議録作成に係る反訳，調製及び印刷製本(2) 委員会記
録作成に係る反訳及び調製(3) 会議録検索システムでのインター
ネット公開(4) 議会中継システムの映像データ加工及び機器サポー
ト(5) 議会運営委員会記録のデータベース化

(1)同社は，各地方議会の会議録作成を専業としている業者である。(2)会議録の用
字，会議の進行や議会に精通した社員を擁している。(3)昭和48年度から速記の一
部を同社に委託し，昭和62年度からは速記から印刷製本までを委託しており柏市議
会会議録の書式，固有名詞，会議録作成上の要件を熟知している。(4)同社は，反
訳から印刷製本まで一貫して業務を行い，柏市議会の年間100時間を超える膨大な
会議録作成業務において，反訳期限１週間以内を遵守するとともに，次の定例会ま
でに作成を完遂する能力を有している。(5)毎年３月定例会の会議録作成に当たっ
ては年度をまたがり５月ぐらいまでかかるため業者が変わるとパソコン等の投入か
らやり直さなければならないなど不都合が生じる。(6)同社において，過去の会議
録を記録媒体に管理しているため，平成14年度導入の会議録検索システムと連動し
た業務が可能となる。(7)議会中継システムは同社と契約しており，業者が変わる
と加工することができない。

埼玉県鴻巣市鎌
塚一丁目４番１
２号

株式会社会議録
センター

総価 7,974,771
令和2年
4月1日

２
号

102 委託 給食残渣処理業務委託 学校保健課

給食残渣の堆肥化処理業務を委託するもの。この給食残渣処理業務
委託については，ごみの資源化を目指す取組として，平成１９年度
に３校（柏一小，柏六小及び柏中）で試行し，平成２０年度からは
旧柏市域の本市立小・中学校，さらに平成２３年度からは本市立全
小・中学校に拡大し，実施している。

食品リサイクルのシステムが構築されており，市内で唯一堆肥化施設（プラント）
を有するため。

柏市酒井根２丁
目６番１１号

山本産業株式会
社

単価 18
令和2年
4月1日

２
号

103 委託
健康診断用器具消毒等
業務委託

学校保健課

各市立小中学校では，児童生徒の健康診断や就学前児童の健康診断
において，学校医の診察の際に歯鏡，鼻鏡，耳鏡，舌圧子等の器具
（以下，健診器具という）を使用します。　健診の日程は，各診療
科目の学校医と学校で調整し，限られた日程の中で全校生徒の診察
を行っており，また，健診器具は一度使用すると衛生上，所定の消
毒を行うまでは再使用できないため，検診の際には健診対象者数と
同数以上の消毒済み器具を用意する必要があります。　各学校で必
要本数を所有した場合，市全体の所有数が多くなる上に，ひとつの
器具を年に数回しか使用しないため非効率なばかりでなく，児童生
徒数の増減に対応するために都度購入又は学校間の貸し借りや所管
替えによる所有本数の調整が必要となります。　また，健診器具の
管理，各学校への発送・回収を全て市が行うこととした場合には，
まず相当量の器具を適切に管理する場所を要し，発送・回収に関し
ては衛生的な問題（器具の汚染・担当者への感染）が生じないよ
う，注意して取り扱う必要が生じます。　効率的かつ衛生的で，き
め細やかな健診器具の運用を行うために，市がまとめて健診器具を
購入，所有しており，その管理，発送・回収，及び消毒を業務委託
するものです。

市が購入し所有する健診器具を適切に管理することが可能で，市立小中学校６３校
に直接発送・回収を行い，消毒業務を行える者は他に無く，東京医療商事株式会社
を契約の相手方として選定します。

東京都江戸川区
北小岩一丁目１
１番６号

東京医療商事株
式会社

単価 2,296,800
令和2年
4月1日

２
号



104 委託
令和２年度児童生徒心
臓検診業務委託

学校保健課

柏市立の小学校，中学校及び高等学校の児童生徒に対し，健康診断
の一環として，心臓健診(一次及び二次検診）を実施するもので
す。　心臓検診については，その性質上，専門の設備を保有し，か
つ一次検診，二次検診及び判読まで一貫して実施可能な検診機関が
実施する必要があります。　この場合，検診機関に出向いての個別
受検は学校運営に支障をきたすため，上記設備を各学校に持参する
集団受検方式により実施する必要があります。　また，学校保健安
全法施行規則においては児童生徒の健康診断を６月３０日までに完
了することとされています。

上記の条件により柏市を受託可能な検診機関の中で，期限までに全対象者の受検を
完了できる環境が整っているのは柏市医療センターのみであり，同センターを運営
する公益財団法人柏市医療公社を契約の相手方に選定します。

柏市布施１番地
３柏市立柏病院
内

（公財）柏市医
療公社

単価 15,768,597
令和2年
4月1日

２
号

105 委託 滅菌機保守点検委託 学校保健課

　柏市立小中学校における正常な飲料水及びプール水の確保・供給
を図るため，滅菌機の保守整備，点検等を行い，その結果を委託者
に報告するとともに，滅菌機を常に良好な状態に維持・管理するこ
とを目的とするものです。　小中学校飲料水の残留塩素濃度は，学
校環境衛生基準により定めており，飲料水を貯蓄する際に，滅菌機
により薬液を随時注入し，その濃度を保っています。　残留塩素濃
度は，気温等の影響により変動しやすく，滅菌機の薬液注入量は随
時調整する必要があります。　滅菌機の調整については，飲料水と
いう性質上，児童生徒の学校生活に支障をきたすことがないよう，
迅速に対応できる事業者により行われることが不可欠です。　ま
た，設置されている滅菌機は（株）オーヤラックス製が主（63校87
台中85台，令和2年1月時点）であることから，同社製の滅菌機を熟
知している事業者により保守点検を行わないと，薬液注入量の過不
足が発生し，飲料水に深刻な影響を及ぼす恐れがります。

（株）オーヤラックス製の滅菌機について，保守点検対応が可能な事業者をメー
カーに照会したところ，千葉メッキン（株）のみが対応可能との回答であり，残り
の2機種の調整にも対応が可能であることから，同社を契約の相手方に選定しまし
た。

我孫子市寿２丁
目４番１３号

千葉メッキン株
式会社

総価 1,294,700
令和2年
4月1日

２
号

106 委託

いきいきとした学校生
活を送るためのアン
ケート調査事業業務委
託

指導課

　いきいきとした学校生活を送るためのアンケート調査は，学力状
況調査と合わせて実施することにより，学力状況を踏まえた児童生
徒の状況を把握し，指導に生かす結果を得ることができる調査であ
る。　本調査は，商品名を「i-check」といい，東京書籍株式会社
が実施する学力調査と相関させて，児童生徒の心理的な状況と学力
状況を分析し，指導改善に資する情報を提供するものである。小学
校は４年生から６年生，中学校は１年生及び２年生の抽出児童生徒
約５６００名に対して，年２回実施し，指導効果及び教育施策効果
を検証するものである。　教育委員会が実施する施策の効果につい
て経年変化を含む統計的な検証をできる調査を行う。

　柏市立小中学校児童生徒の学力・学習状況を適切かつ妥当な調査体制等を有し，
さらにいきいきとした学校生活を送るためのアンケート調査を実施して，学力との
相関や人間関係構築に関する要因の分析ができる調査を提供できることが条件とな
る。　このため，平成２６年度末にプロポーザル方式を採用し，下記の業者を選定
した。当該業者の受託実績に遺漏がないこと，また，調査の継続性から学力調査も
下記業者に選定しているため，本調査も下記業者に依頼するものとする。

東京都北区堀船
二丁目１７番１
号

東京書籍株式会
社　東京支社

単価 407
令和2年
4月1日

２
号

107 委託 給食残渣処理業務委託
学校給食セ
ンター

給食残渣の堆肥化処理業務を委託するもの。この給食残渣処理業務
委託については，ゴミの資源化を目指す取り組みとして，平成１９
年度に３校（柏一小，柏六小及び柏中）で施行し，平成２０年度か
らは旧柏市域の本市立小・中学校，さらに平成２３年度からは本市
立全小・中学校に拡大し，実施している。

食品リサイクルのシステムが構築され，なおかつ市内で唯一堆肥化施設（プラン
ト）を有する業者であるため

柏市酒井根２丁
目６番１１号

山本産業株式会
社

単価 18
令和2年
4月1日

２
号

108 委託
ボイラー設備保守点検
委託

学校給食セ
ンター

ボイラー４基の年間メンテナンスを定期点検を委託するもの

三浦工業㈱は当該機器の製造メーカー及び納入業者のため，代理店を通さずに最も
安価で保守点検ができる。また，電話回線を利用して機器の状態をダイレクトに監
視できるメンテナンスサービスを行っていることにより，緊急時における対応(修
理・部品の手配等)が最も的確に行えるため。

松戸市日暮６丁
目１９８

三浦工業株式会
社　松戸支店

総価 1,263,900
令和2年
4月1日

２
号

109 委託
柏市こども情報メール
配信システム業務委託

児童生徒課

柏市がインターネットに接続できるパソコン及び携帯電話等の情報
端末から，こどもに係る情報やその他施設の管理運営に関わる情報
を，予め利用登録を行った者に対して，メール配信するための情報
伝達システムの管理・運用を委託するもの。

現行業者以外の業者と契約した場合，既存のインターネットメールアドレスのドメ
インが変わってしまうため，現在同システムに登録している約４万７千人の市民に
登録変更やドメイン設定のやり直しをしていただくなど，市民生活及び業務に大き
な支障が出ることから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の契約の性
質又は目的が競争入札に適さない契約であるため，一者随意契約としたい。

大阪府大阪市西
区靭本町二丁目
３番２号　なに
わ筋本町ＭＩＤ
ビル４階

株式会社スマー
トバリュー　ク
ラウドイノベー
ションＤｉｖｉ
ｓｉｏｎ

総価 1,372,437
令和2年
4月1日

２
号

110 委託
柏市学力・学習状況調
査事業業務委託

教育研究所

　柏市立小中学校の児童生徒の学力･学習情況を把握し，各学校に
おける学習指導及び生徒指導等の改善，並びに教育委員会の施策・
事業の改善，評価指標等の基礎資料とすることを目的とし，学力に
ついては小学校２年生から中学校１年生までの算数科履修内容の定
着状況に特化し，学習状況については小学校２年生から中学校３年
生までの全ての児童生徒を対象として調査を実施するもの。　教育
委員会が実施する施策の効果について経年変化を確認できるよう，
同質問題が出題され，統計的に検証できる調査を行う。

　学力調査は別集団での比較・経年変化を分析できることを重視し，開始した平成
２４年度以降，原則毎年度同一の問題で調査を実施していることから，業者を変更
した場合には，結果における年度間の統計的な連続性が途切れるため，経年分析を
行う上で支障をきたすことが想定される。　また，新学習指導要領が令和２年から
運用開始されるが，令和２年調査は現行要領に則った授業を実施した結果の定着状
況を測ることから，そのための調査問題で実施することが望ましく，現行要領に
沿った調査問題としているのは当該業者のみである。　以上の理由から，下記の業
者を契約の相手方として選定したい。

東京都北区堀船
二丁目１７番１
号

東京書籍株式会
社　東京支社

総価 11,652,080
令和2年
4月1日

２
号

111 委託
令和２年度児童生徒心
臓検診業務委託

市立柏高校

　柏市立の小学校，中学校及び高等学校の児童生徒に対し，健康診
断の一環として，心臓検診を実施するものです。心臓検診について
は，その性質上，専門の設備を保有し，かつ一次検診，二次検診及
び判読まで一貫して実施可能な検診機関が実施する必要がありま
す。　この場合，検診機関に出向いての個別受検は学校運営に支障
をきたすため，上記設備を各学校に持参する集団受検方式により実
施する必要があります。また，学校保健安全法施行規則においては
児童生徒の健康診断を6月30日までに完了することとされていま
す。

　上記の条件により柏市を受託可能な検診機関の中で，期限までに全対象者の受検
を完了できる環境が整っているのは柏市医療センターのみで，同センターを運営す
る公益財団法人柏市医療公社を契約の相手方に選定します。

柏市布施１番地
３柏市立柏病院
内

（公財）柏市医
療公社

単価 15,768,597
令和2年
4月1日

２
号



112 委託
冷温水発生機休館処
置・定期状態確認作業
委託

中央公民館
　教育福祉会館工事休館中の冷温水発生機の休館処置を行い，定期
的に状態を確認し，工事竣工後に運転が行えるようにするもの。

　教育福祉会館に設置されている冷温水発生機は，旧三洋電機販売㈱製である。こ
の冷温水発生機には常時運転状況等を監視・記録するシステムが組み込まれてい
る。このシステムは独自のものとなるため，製造元から業務を引き継いだ下記契約
の相手方の保守管理会社であるパナソニック産機システムズ㈱が保存処置及び定期
状態の確認，再使用のための準備等を行う必要がある。

東京都墨田区押
上一丁目１番２
号

パナソニック産
機システムズ株
式会社

総価 732,710
令和2年
4月1日

２
号

113 委託
教育福祉会館寄贈美術
品等保管・修復等業務
委託

中央公民館
　教育福祉会館の工事休館中，寄贈美術品等を保管し，必要な修復
等を行い，日程調整した日までに搬入・設置等を行うもの

　工事竣工が１１月の予定していることから，前業務に引き続き実施される業務
で，現に契約し寄贈美術品等を保管している契約の相手方に実施させた場合は，新
たな搬入経費が発生しないなどの経費の節減が見込まれる。

柏市柏９９３番
地

株式会社いしど
画材

総価 2,310,000
令和2年
4月1日

６
号

114 委託
冷暖房機（ＥＨＰ）保
守点検委託

企画総務課
冷暖房機（ダイキン工業製電気式ビル用マルチエアコン）が常に良
好な状態で動作するよう定期的な点検整備等を行うもの。

　本業務はダイキン工業製電気式ビル用マルチエアコン（８台）の点検整備（軽微
な修理等を含む）業務である。　当該機器は，同社で開発製造した部品や特殊商品
等が多数組み込んで製作されている。維持管理に関しても，部品等の調達が容易な
設置業者しかできず，取り扱いの際も専門的知識が必要である。このことから，他
の保守業者では保守業務が不可能である。　また，環境省より平成２７年４月フロ
ン排出抑制法が施行され，法律に基づく点検が必要でるとともに，報告の実績が必
要である。　以上のことから，要件を満たす下記の業者を選定する。

東京都大田区大
森西三丁目２９
番７号

ダイキン工業株
式会社　サービ
ス本部東日本
サービス部

総価 640,530
令和2年
4月1日

２
号

115 委託 昇降機保守点検委託 企画総務課
　エレベーターの正常な運転・機能を維持するため，計画的な技術
員を派遣し，適切な点検とプログラムによる整備を行い，必要と判
断した場合は，機器を構成する部品の修理又は取替等を行うもの。

　本エレベーターは，リモートメンテナンスシステム（遠隔閉じ込み救出を含む）
を備わっている株式会社日立ビルシステム製のものである。当社システムにより管
制センターと接続し，２４時間３６５日監視・診断を行い，安全と快適を守り続け
る必要がある。　以上のことから，下記の業者が保守点検する唯一の業者であるた
め選定する。

柏市柏四丁目８
番１号

株式会社日立ビ
ルシステム　関
東支社

総価 689,700
令和2年
4月1日

２
号

116 委託
冷暖房機保守点検等委
託（柏市消防局庁舎）

企画総務課
　冷暖房機（三菱重工製吸収式)が常に良好な状態で作動するよう
定期的な点検整備及び修理等を行うもの。

　本業務は三菱重工製吸収式冷暖房機<MGA-125>の点検整備（緊急時の修理を含
む）業務である。　当該機器の業務にあたり，専門的知識が必要であるとともに，
同社が認定する冷熱製品管理技術認定証の所持が必要不可欠である。　また，機器
を使用するための燃料がガスであるため，有事の際，設置業者と直接対応を依頼す
る必要である。　維持補修に関しても，部品等の調達が容易な設置業者しかでき
ず，取り扱いの際も専門的知識が必要である。　以上のことから選定したところ，
関東圏内下記の業者が唯一の業者である。

茨城県土浦市中
村南六丁目５番
３５号

三菱重工冷熱株
式会社　筑波営
業所

総価 990,000
令和2年
4月1日

２
号

117 委託
スマートフォン活用型
ＡＥＤ運搬システム委
託

警防課

　１１９番通報等の緊急通報を受信した消防指令センターが，心停
止の疑いのある事案に対して，あらかじめ登録された救命ボラン
ティアに救命要請を通知し，これを受けた救命ボランティアが現場
に自動体外式除細動器（以下，「ＡＥＤ」という。）を届けるため
の情報配信を行うシステムを提供し，１１９番通報，柏市設置のＡ
ＥＤ及び救命ボランティアをスマートフォンアプリ（以下，「ＡＥ
Ｄ　ＧＯ」という。）によって連携させること。　なお，救命ボラ
ンティア自身が１１９番通報等の通報者になった場合，ＡＥＤ　Ｇ
Ｏを使用することでスマートフォンのＧＰＳ機能から，最寄りのＡ
ＥＤを容易に検索することができること。　ＡＥＤ　ＧＯを起動さ
せた場合，消防側の端末から事案管理を可能とすること。また，過
去の事案管理，登録救命ボランティア管理，アンケート集計管理機
能を有すること。

　当市で導入しているスマートフォン活用型ＡＥＤ運搬システムは，株式会社ドー
ンが独自に開発したソフトウェアであるＡＥＤ　ＧＯを採用しており，システムの
維持管理には，同社が最も適している。　仮に他者が当案件を行うと，ソフトウェ
アに関する知識・技術の不足からシステムを維持管理することができず，救命ボラ
ンティアと市内のＡＥＤを連携できず，市民の生命・身体に多大な損害を与える恐
れがある。　そのため，本案件については，株式会社ドーンと契約を締結したい。

兵庫県神戸市中
央区磯上通二丁
目２番２１号
三宮グランドビ
ル５Ｆ

株式会社ドーン 総価 1,584,000
令和2年
4月1日

２
号

118 委託 通報システム委託 警防課

　聴覚障がい者等，音声により１１９番緊急通報をすることが困難
な市民を対象に，事前に携帯電話を利用登録することで，登録済携
帯電話からインターネットを経由し，緊急通報を可能とする仕組み
を構築し，提供すること。

　当市で導入している通報システム（ＮＥＴ１１９緊急通報システム）は，株式会
社ドーンが独自に開発したソフトウェアを採用しており，システムの維持管理に
は，同社が最も適している。　仮に他者が当案件を行うと，すでに登録している市
民からの通報を受信できなくなる可能性が高く，市民の生命・身体・財産に多大な
損害を与える恐れがある。　そのため，本案件については，株式会社ドーンと契約
を締結したい。

兵庫県神戸市中
央区磯上通二丁
目２番２１号
三宮グランドビ
ル５Ｆ

株式会社ドーン 総価 2,310,000
令和2年
4月1日

２
号

119 委託 消防無線設備保守委託 警防課
　消防救急デジタル無線，維持管理のための保守点検及び，無線設
備に不具合が発生した場合には状況を確認し，簡易であれば修繕す
る。

　柏市消防局が保有している消防救急デジタル無線は沖電気製品を使用している。
柏市消防局では沖電気の代理店である三峰無線株式会社と契約を締結し，三峰無線
株式会社が消防救急デジタル無線を設置している。　本保守委託は，消防救急デジ
タル無線の維持管理を行うものであり，沖電気製品に精通し，かつ柏市消防局の無
線設備の設置状況を十分に把握している事業者は三峰無線株式会社である。　仮に
他者が当保守委託を実施した場合，消防救急デジタル無線の機能を損ない，通信が
不通となることから，災害出場時の消防隊相互の通信が損なわれ，市民の生命・身
体・財産に多大な損害を与える可能性がある。　よって，当保守委託については，
三峰無線株式会社と契約したい。

八千代市勝田台
北一丁目２０番
１５号

三峰無線株式会
社　東関東支店

総価 11,296,120
令和2年
4月1日

２
号

120 委託
消防情報指令システム
保守委託

警防課
消防情報指令システムを常に最良の状態に維持するための保守点検
業務

　本市の消防情報指令システムは，日本電気株式会社によって製造されたハード
ウェア，開発されたソフトウェアによって構成されている。　本案件は，消防情報
指令システムの保守を委託するものであり，消防情報指令システムを安定的に稼働
させるためには，日本電気株式会社に保守点検作業を委ねることが望ましい。　仮
に他者が消防情報指令システムの保守点検作業を行うと，消防情報指令システムに
ついての十分な知識や技術がないため，確実な作業を実施することができず，シス
テムに障害が発生する可能性が高い。　システムに障害が発生すると，市民からの
１１９番緊急通報に対して受信や応答ができない，火災・救急時に消防車両を緊急
出場させることができない等の危険性があり，市民の生命・身体・財産に多大な損
害を与える恐れがある。　そのため，本案件については，日本電気株式会社と契約
を締結したい。

千葉市美浜区中
瀬二丁目６番地
１

日本電気株式会
社　千葉支社

総価 56,980,000
令和2年
4月1日

２
号



121 委託
令和２年度柏市立富勢
西小学校水泳指導等業
務委託

指導課 柏市立富勢西小学校に対し，水泳事業の民間委託を行うもの。

本事業は，ほかの授業の影響を考慮し，移動時間を15分以内としている。この15分
圏内には，オークスベストフィットネス柏と田中スイミングスクールが該当する
が，後者に参考見積もりを依頼したところ，既にスクールが計画されており，学校
の使用は，不可能であるとの返答があった。したがって，オークスベストフィット
ネス柏が，本案件において唯一可能な業者である。

千葉県佐倉市上
志津１６４１－
１

株式会社　オー
クスベスト
フィットネス

総価 1,451,560
令和2年
4月15日

２
号

122 委託
介護給付適正化総合支
援パッケージ導入業務
委託及び保守業務委託

高齢者支援
課

　当市が保有する国保連合会給付実績情報と認定情報を突合するこ
とにより，給付の現状把握や不適正な可能性のある給付を抽出がで
きる等，効率的な介護給付適正化事業の支援を目的としたパッケー
ジを導入する。　なお，当市が保有する国保連合会介護給付請求額
データや地域情報を付加することにより，介護給付の予算及び実績
の管理や，日常生活圏域等の地域別介護給付分析が行えるなど，介
護保険事業運営を総合的に支援する機能を有すること。また，本市
が導入した介護給付適正化総合支援パッケージの安定した運用を図
るための保守対応を行う。

　トーテックアメニティ株式会社の給付適正化システムであるトリトンモニターに
ついては，認定データと給付実績データを突合して矛盾点等を分析するシステムで
ある。　給付適正化においては，真に介護サービスを必要としている住民へ必要な
サービスを提供するための介護給付費の適正化業務を，現在の職務に支障をきたす
ことなく実現することが必要である。　この要件として，不適正な給付のチェック
およびこれに対する介護事業者への確認作業が，システムにて自動処理できる必要
がある。　これを満たすパッケージシステムとして，トーテックアメニティ株式会
社が総販売代理店となっている「トリトンモニター」が適合する。これに同等する
ものが他の業者に無く，また既に給付適正化を実施している近隣の複数団体におい
ても同社から購入していることから，随意契約を締結する。

東京都新宿区西
新宿２‐１‐１

トーテックアメ
ニティ株式会社
東京事業所

総価 7,425,000
令和2年
4月20日

２
号

123 委託
中央体育館トレーニン
グマシン運搬業務委託

スポーツ課
中央体育館改修工事に伴う休館期間(５月１日から２月２８日まで)
におけるトレーニング室の代替えとして，中央体育館管理棟２階会
議室を使用するため，トレーニング機器の運搬を業務委託するもの

柏市中央体育館トレーニング室に設置しているトレーニングマシンは，長年当該業
者が保守点検しており，現在の柏市スポーツ施設指定管理者㈱協栄・アシックスグ
ループにおいても当該業者に当該マシンの保守点検業務を委託している。当該業者
が当該機器を一番熟知しており，運搬による分解・組立が発生した場合，他の業者
では対応後の補償まで確保は難しいと判断する。同業者に運搬を依頼することによ
り，当該マシン及び利用者に対するより高い安全性の確保や効果的な保全を期待す
ることができる。よって地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意
契約を締結したい。

佐倉市上志津１
６４１番地１

株式会社オーク
スベストフィッ
トネス

総価 1,870,000
令和2年
4月24日

２
号

124 委託 還付未済業務改修委託 収納課
　還付未済業務に係る収納管理システムの改修及び仕様の変更並び
に帳票の出力等を委託するもの

　収納管理システムを管理しているのは，株式会社ディー・エス・ケイであり，そ
の改修は株式会社ディー・エス・ケイに委託するほかない。

千葉県柏市若柴
字入谷津１－１
９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 885,500
令和2年
4月27日

２
号

125 委託

国民健康保険システム
改修業務委託（オンラ
イン資格確認等の実
施）

保険年金課
健康保険証のオンライン資格確認が令和３年３月から開始されるこ
とから，データ連携が行えるよう国民健康保険システム等を改修す
るもの

国民健康保険の管理運営主体が平成３０年度から都道府県に移行しており，市町村
ごとに管理している被保険者の異動情報は，市町村国民健康保険システムと国民健
康保険情報集約システムを専用のネットワークで結びデータ連携を行っている。オ
ンライン資格確認においても，現在のデータ連携追加項目を設定することにより実
施することになっている。国民健康保険システムは開発した業者により，データ
ベース構造やコード表等を独自に管理しているため，他の業者が管理することは困
難であり，現行システムの開発及び運用を行っている相手方を選定した。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 1,468,500
令和2年
4月27日

２
号

126 委託
空間放射線量測定及び
測定データ加工業務委
託

環境政策課
Mobile G-DAQ（携帯型環境放射線測定器）で市内のモニタリング測
定を定期的に行う。また，そのデータを加工し，専用ウェブサイト
で公開することで，放射線量の低減状況を周知する。

Mobile G-DAQ（携帯型環境放射線測定器）により測定した大量のデータを集約し，
加工したうえでウェブ上に公開するには専門的な知識と経験が必要となる。　下記
業者は，測定器の製造元である株式会社計測技研の唯一の販売代理店であり，測定
機器本体や付属のソフトウェアの特性を熟知しているため，不具合にも迅速に対応
できる。また，平成２４年度から継続して本業務を行っており，測定データ，専用
サイトへのアップロード及びマップデータの作成経験もある。　このため一連の業
務全てを一括して履行可能である下記業者と契約したい。

福島県いわき市
平下荒川字諏訪
下３６番地の１

株式会社ネクス
ト情報はましん

総価 3,740,000
令和2年
4月27日

２
号

127 委託
南部出張所移転に伴う
出張所システム等電算
処理委託

地域支援課

南部出張所移転に伴う出張所システム等電算処理委託業務を委託す
るもの　(1) 出張所及び施設予約ネットワークシステムの設定変更
（ファイアーウォールの設定等）　(2) 回線工事，通信確認，動作
確認作業　(3) LAN工事，ネットワーク構築

株式会社ディー・エス・ケイは柏市庁内ネットワークの一括管理を行っており，株
式会社ディー・エス・ケイ以外には業務を行うことが困難であり，他の業者と契約
すると業務に著しい支障が生じる恐れがあるため。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 924,000
令和2年
4月30日

２
号

128 委託
学校施設台帳入力業務
委託

学校施設課

　例年５月１日を基準日として公立学校施設の実態調査が全国一斉
に行われる。当該調査では公立学校施設台帳のデータを提出する。
令和元年度に工事を行った公立学校施設について，当課が保有する
データを学校施設台帳の形式に加工及び入力する業務を委託するも
の。

　今回の入力業務は既存のデータを更新する作業であり，既存のシステムの代理人
が行う必要が有るため。また，ソフトウエア及びハードウエアの適切な操作方法の
指導及び保守の委託業者が既存システムの動作確認を含めて行うべきであるため。

柏市柏９３１番
地の１２

株式会社　ミツ
ワ堂

総価 1,598,300
令和2年
4月30日

２
号

129 委託
道路付属物台帳データ
移行及びシステム改修
業務委託

道路保全課

現在当課で利用している交通安全施設台帳管理システムは，道路付
属物（防犯灯，カーブミラー，道路標識，道路照明等）の位置情
報，点検結果及び補修履歴を電子住宅地図を背景に管理している。
上記システムを今年度から当課で運用している道路アセットマネジ
メントシステムへ移行し，舗装管理システム，橋梁台帳管理システ
ム，柏市共用空間データ（デジタル都市計画図・道路地形データ・
航空写真画像）及び，位置的情報と文字情報とを体系的に管理した
ＧＩＳ（地理情報システム）と連携させる。　本件契約は，交通安
全施設台帳管理システムデータを，道路アセットマネジメントシス
テムへ取り込む作業を行うものである。

本件契約のうち，移行先であるソフトウェアは現在当課で利用しているシステムと
の互換性があるほか，複数のシステムとの連携が可能なものであり，下記の契約相
手方である国際航業株式会社が開発した同社の著作物である。そのため，本件契約
は同著作物の著作権者からの使用許諾を含む内容とするものである。保守作業にお
いても，カスタマイズ内容や格納可能なデータ内容及び現在当課並びに道路総務課
で利用している管理システムを熟知している業者であることが，円滑なシステム稼
働環境保持の必要条件である。　　したがって，本件契約については，地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，上記条件に合致している唯一の業者
である国際航業株式会社と契約するものである。

千葉市美浜区中
瀬１丁目３番地

国際航業株式会
社　千葉支店

総価 3,630,000
令和2年
5月11日

２
号



130 委託
交通安全施設台帳デー
タベース抽出業務委託

道路保全課

　現在当課で利用している交通安全施設台帳管理システムは，道路
付属物（防犯灯，カーブミラー，道路標識，道路照明等）の位置情
報，点検結果及び補修履歴を電子住宅地図を背景に管理している。
上記システムを今年度から当課で運用している道路アセットマネジ
メントシステムへ移行し，舗装管理システム，橋梁台帳管理システ
ム，柏市共用空間データ（デジタル都市計画図・道路地形データ・
航空写真画像）及び，位置的情報と文字情報とを体系的に管理した
ＧＩＳ（地理情報システム）と連携させる。　本件契約は，交通安
全台帳管理システムデータを，道路アセットマネジメントシステム
へ移行するためのデータ抽出作業を行うものである。

　交通安全施設台帳管理システムは，契約相手方であるアクリーグ株式会社が開発
した同社の著作物である。そのため，本件契約は同著作物の著作権者からの使用許
諾を含む内容とするものである。よって，システム移行のためのデータ抽出作業に
おいても，業者でなければ行うことができない。　したがって，本件契約について
は，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき，上記条件に合致して
いる唯一の業者であるアクリーグ株式会社と契約するものである。

習志野市津田沼
３丁目５番１２
号

アクリーグ株式
会社　千葉支店

総価 693,000
令和2年
5月12日

２
号

131 委託
北柏駅北口駅前広場周
辺地区における民間事
業者募集支援業務委託

北柏駅周辺
整備課

北柏駅北口駅前広場周辺地区においては，まちの利便性向上や賑わ
いづくりを推進するため，平成２９年度より調査・検討を開始し複
数年かけ，土地活用の実現可能性・事業手法の策定・事業者募集及
び事業者の決定までを行うこととしている。本業務は，上記の４年
目として，事業者募集条件の前提条件を整理して，募集要項案の策
定及び募集業務を支援する業務である。

野村證券株式会社は，平成２９年度にプロポーザル方式により決定し，平成２９，
３０，３１年度で対象エリアにおける複数権利者との勉強会の開催や民間事業者等
へのヒアリングを実施し，土地活用の方向性や事業手法の検討等の共有を図るとと
もに，関係者と信頼関係を構築し，円滑に業務を完了している。「事業の実現性可
能性調査」から「民間事業者募集」までの一連の業務を行う事業の継続性や特殊性
を踏まえ，平成２９，３０，３１年度業務の内容に精通し，関係者と信頼関係を構
築している下記業者と契約を締結することとしたい。

東京都千代田区
大手町二丁目２
番２号アーバン
ネット大手町ビ
ル

野村證券株式会
社　金融公共公
益法人部

総価 14,999,600
令和2年
5月14日

２
号

132 委託
柏市省エネ法・温対法
に係る支援業務委託

環境政策課
　省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）及び温対法
（地球温暖化対策の推進に関する法律）に規定される定期報告書，
中長期計画書，管理標準の作成等に係る支援事業を委託するもの

　１　以下の相手方は，エネルギー管理士を有しており，これまで市が実施してき
た省エネに係る施策業務等の実績があり，省エネ等の施策推進に当たっては適正な
遂行能力を有している。２　各施設の管理標準である３～５年の中長期計画の策定
に当たっては，各施設の特性やエネルギー使用実態を把握した適切な省エネ方針の
検討が必要で，この管理標準期間内の報告や計画策定に当たっては，当初計画に基
づく一貫した進捗の管理や状況に応じた計画変更を把握している必要がある。以下
の相手方は，平成２２年度以降の報告や中長期計画策定に携わっており，適正な業
務遂行能力を有しているが，以下の相手方以外の場合では，これまでの市の省エネ
法及び温対法の取り組みに対する理解不足等による著しい支障をきたすことが憂慮
される。３　管理標準の改定支援に当たっては，平成２２年，平成２３年に以下の
相手方が雛形の作成を行っており，各施設の特性やエネルギー使用実態を把握して
いる。以下の相手方以外の場合では，理解不足等による著しい支障をきたすことが
憂慮される。

松戸市小根本７
番８号

京葉瓦斯株式会
社

総価 3,872,000
令和2年
5月20日

２
号

133 委託
令和２年度「広報かし
わ」新聞折り込み委託
（６頁）

広報広聴課
毎月１日・１５日に発行する「広報かしわ」を，朝日・読売・毎
日・産経・東京・日本経済・赤旗の各朝刊に折り込む

広報かしわの新聞折り込み委託の今年度当初契約について㈱ユースメディアと締結
しているが，当初予期していなかった社会情勢の変化により，その契約にない広報
かしわ６頁仕様を制作・折り込みをすることとなったため，新たに契約を締結する
必要がある。当初契約を当該業者と締結しており，広報かしわの折り込み業務を引
き続き実施する上で遅延なく確実な業務が期待できることから，契約の相手方とし
て当該業者と一者随意契約を締結したい。

柏市東中新宿３
丁目３番３号

株式会社ユース
メディア　柏営
業所

単価 9.24
令和2年
5月27日

２
号

134 委託 がん検診票等作成委託 健康増進課 がん検診票等の作成及び封入封緘業務

本件は，住民記録データ及び保健事業システムをデータ連携した業務となっている
ことから，業者変更等により，データ構造や，外字文字等における連携が欠如した
場合，業務に支障が生じてしまう。株式会社ディー・エス・ケイは，行政事務の電
子計算機処理を専門に扱う第三セクターとして，システム開発，保守，プログラム
作成までを，複数市町村が共通利用できるかたちで，一体的に行っているため，シ
ステム運用の効率化とソフトウェア資源の共有による作業の効率化が期待できる。
また，昭和４２年から，本市の処理内容に応じた人員及び機器等のサポート体制を
確保して，実績を残している。以上のことから，本件は競争入札に適しないため，
株式会社ディー・エス・ケイを契約相手に選定する。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 6,875,000
令和2年
5月27日

２
号

135 委託

北柏駅北口土地区画整
理事業に伴う埋蔵文化
財調査（復元整理
（６））業務委託

文化課
北柏駅北口土地区画整理事業に伴い，工事に先行して発掘調査を実
施した際に出土した遺物や作成した図面，撮影した写真などの記録
類を対象に復元性作業を実施する。

法令等に規定される発掘調査体制は，市町村等が実施主体となる開発事業（当事
業）にあたっては，市町村教育委員会または地区文化財センターが実施するものと
されている。しかし，現状の市教育委員会直営の調査体制で当該事業の発掘調査を
実施することは，人員的に厳しい状況となっている。このため，県文化財課と協議
を行い，当該事業調査体制については，地区文化財センターで実施することで協議
が整っている。この地区文化財センターは県内で下記組織一者しか存在しないた
め，下記組織と一者随意契約を行う。

佐倉市春路一丁
目１番地４

（公財）印旛郡
市文化財セン
ター

総価 15,041,400
令和2年
5月28日

２
号

136 委託

北柏駅北口土地区画整
理事業に伴う埋蔵文化
財調査（発掘調査
（９））業務委託

文化課
北柏駅北口土地区画整理事業に伴い，工事に先行して発掘調査を実
施する。

法令等に規定される発掘調査体制は，市町村等が実施主体となる開発事業（当該事
業）にあたっては，市町村教育委員会または地区文化財センターが実施するものと
されている。しかし，現状の市教育委員会直営の調査体制で当該事業の発掘調査を
実施することは，人員的に難しい状況となっている。このため，県文化財課と協議
を行い，当該事業の調査体制については地区文化財センターで実施することで協議
が整っている。この地区文化財センターは県内で下記組織一者しか存在しないた
め，下記組織と一者随意契約を行う。

佐倉市春路一丁
目１番地４

（公財）印旛郡
市文化財セン
ター

総価 52,957,300
令和2年
5月28日

２
号

137 委託
柏市公共施設予約シス
テムデータ抽出業務委
託

協働推進課

次期柏市公共予約システムを稼働させるために必要なデータを，現
行の公共施設予約システムから抽出するもの。データの移行は検証
用２回及び本番用１回の計３回実施し，また市との打ち合わせを１
回含むものとしている。なお，本件は別途地域支援課，スポーツ
課，中央公民館の公共施設予約システムデータ抽出業務を同時に実
施するものであり，複数課契約である。

柏市公共施設予約システムの現行システムは富士通株式会社と契約を締結してい
る。次期システムの稼働に必要なデータの抽出については，開発及び保守業者であ
る以下受託先，正確性，一貫性，安全性，安定性を保ったデータの正常な抽出を唯
一図れる委託先であるため，業務委託契約を締結するもの。

千葉市中央区新
町３番地１３

富士通株式会社
千葉支社

総価 224,490
令和2年
6月11日

２
号



138 委託
柏市公共施設予約シス
テムデータ抽出業務委
託

地域支援課

次期柏市公共施設予約システムを稼働させるために必要なデータ
を，現行の公共施設予約システムから抽出するもの。データの移行
は検証用２回及び本番用１回の計３回を実施し，また市との打ち合
わせを１回含むものとしている。なお，本件は別途協働推進課，ス
ポーツ課，中央公民館の公共施設予約システムデータ抽出業務と同
時に実施するものであり，複数課契約である。

柏市公共施設予約システムの現行システムは富士通株式会社契約を締結している。
次期システムの稼働に必要なデータの抽出については，開発及び保守業者である以
下受託先が，正確性，一貫性，安全性，安定性を保ったデータの正常な抽出を唯一
図れる委託先であるめ，業務委託契約を締結するもの。

千葉市中央区新
町３番地１３

富士通株式会社
千葉支社

総価 3,704,082
令和2年
6月11日

２
号

139 委託
柏市公共施設予約シス
テムデータ抽出業務委
託

スポーツ課

次期柏市公共施設予約システムを稼働させるために必要なデータ
を，現行の公共施設予約システムから抽出するもの。データの移行
は検証用２回及び本番用１回の計３回を実施し，また市との打ち合
わせを１回含むものとしている。なお，本件は別途協働推進課，ス
ポーツ課，中央公民館の公共施設予約システムデータ抽出業務と同
時に実施するものであり，複数課契約である。

柏市公共施設予約システムの現行システムは富士通株式会社と締結している。次期
システムの稼働に必要なデータの抽出については，開発及び保守業者である以下受
託先が，正確性，一貫性，安全性，安定性を保ったデータの正常な抽出を唯一図れ
る委託先であるため，業務委託契約を締結するもの。

千葉市中央区新
町３番地１３

富士通株式会社
千葉支社

総価 1,346,938
令和2年
6月11日

２
号

140 委託
柏市公共施設予約シス
テムデータ抽出業務委
託

中央公民館

次期柏市公共施設予約システムを稼働させるために必要なデータ
を，現行の公共施設予約システムから抽出するもの。データの移行
は検証用２回及び本番用１回の計３回を実施し，また市との打ち合
わせを１回含むものとしている。なお，本件は別途地域支援課，協
働推進課，スポーツ課の公共施設予約システムデータ抽出業務と同
時に実施するものであり，複数課契約である。

柏市公共施設予約システムの現行システムは富士通株式会社と契約を締結してい
る。次期システムの稼働に必要なデータの抽出については，開発及び保守業者であ
る以下受託先が正確性，一貫性，安全性，安定性を保ったデータの正常な抽出を唯
一図れる委託先であるため，業務委託契約を締結するもの。

千葉市中央区新
町３番地１３

富士通株式会社
千葉支社

総価 224,490
令和2年
6月11日

２
号

141 委託
柏市立こどもルーム警
備業務委託

学童保育課

柏市立こどもルームの建物及びこれに付帯する物件について，火
災・盗難・侵入等の事故の発生を予防し，財産の保全を図るため，
警備業務を委託する。なお，業務履行にあたっては，警備業法等の
関係法令を遵守することとする。

相手方は，現警備委託契約（H27.7.1からR2.6.30まで）の締結業者であり，引き続
き機械警備委託契約を行うことで，以下の点で優位となることから，契約手続きを
行うもの。・現契約期間中において，異常時等の速やかな対応，当課への報告など
が図られ，業務遂行能力を有している。また。市内保育園等でも機械警備を行って
おり，こども施設警備において十分な実績を有していること。・業者変更の場合に
必要となる機械警備機器の設置工事費用が発生せず，契約額の低廉化が期待でき，
さらに開始時期での確実な運用が見込めること。・こどもルームに勤務する職員は
すべて会計年度任用職員であり，年度途中での採用，人事異動等が発生する正規職
員不在の職場において，機器運用方法等が，大きく変更されると，緊急事態発生時
の対応に混乱が生じ，機械警備導入の目的である「緊急事態への迅速な対応」の出
来ない可能性が高まること。

東京都渋谷区神
宮前一丁目５番
１号

セコム株式会社 総価 17,061,000
令和2年
6月17日

６
号

142 委託
柏市南部近隣センター
エレベーター保守点検
業務委託

南部近隣セ
ンター

南部近隣センターの大規模改修に伴い，施設内にエレベーターが新
設された。エレベーターについては建築基準法により，常に安全で
最良の運転状態を維持するため，定期的な保守点検や定期検査を行
う必要性があり，点検及び検査については，検査資格を有している
者と定められていることから，専門業者へ委託するものである。

南部近隣センターは，地域住民の活動拠点として，幅広い年代の方に利用されてい
ることから，エレベーターには，障害者などを含めた利用者に対して，２４時間監
視を行うことが可能な遠隔保守管理機能システムを設けている。当システムは，エ
レベーターで発生した不慮の事故などに迅速な対応ができる機能で，設置当初から
仕様として定めていたものである。　当システムは，既設エレベーターのメーカー
である株式会社日立ビルシステム独自のものであるため，同社以外の業者に委託さ
せた場合，点検や管理だけでなく，故障時の修繕も早期対応が難しく，安定した施
設運用に支障が生じるものである。

柏市柏四丁目８
番１号

株式会社日立ビ
ルシステム　関
東支社

総価 594,000
令和2年
6月25日

２
号

143 物品
オフィスオートメー
ション機器等賃貸借

情報・業務
改善課

住民記録，税等のオンライン処理に係る機器及びその他各種ＯＡ処
理に係るシステム，機器等を賃借するもの（当該システム，機器等
の保守を含む。）

システムを使用するためにはパソコン等ＯＡ機器の賃借，機器保守，ソフトウェア
賃借の要素を考慮する必要があるが，それぞれを別業者と契約した場合，システム
障害発生時の原因究明やシステム復旧に多くの時間を要することとなり，業務運営
に多大な影響を及ぼすことになる。
　株式会社ディー・エス・ケイは，行政事務の電子計算機処理を専門に扱う第三セ
クターであり，住記，税，保険等の業務システムの機器のリース，保守，ソフト
ウェア開発までを一体的に行っているため，障害発生時においても迅速な対応によ
り，障害を最低限に抑えることが期待できる。
　以上のことから，柏市随意契約ガイドラインにおける「経験，知識を特に必要と
する場合又は現場の状況等に精通した者と契約するとき」及び地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第２号の「その性質又は目的が競争入札に適しないものをする
とき」に該当するため，株式会社ディー・エス・ケイを契約相手に選定する。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 305,228,000
令和2年
4月1日

２
号

144 物品 加熱アスファルト合材
道路サービ
ス事務所

道路の舗装が壊れたり，段差や亀裂の箇所を補修する材料を購入す
るものです。

この材料を使用する際には，敷き均し時や初期転圧時，開放時の各温度等が土木工
事標準仕様書で定められており，現場で施工する際にはこれらの基準を満たす必要
があります。よって，この材料を製造している工場の中で柏市内かつ，これらの基
準を満たすためにはこの会社の工場からの材料調達が必要不可欠です。

柏市風早一丁目
４番１０号

東京石油興業株
式会社

単価 4,855,950
令和2年
4月1日

２
号

145 物品
令和２年度版柏市例規
集単行本

行政課
令和２年４月１日現在の本市の例規データを印刷製本し，令和２年
度版の例規の単行本とするもの

　単行本として印刷製本するに当たっては，本市の例規データを保有し，管理運用
する株式会社ぎょうせいと印刷製本契約を締結することにより，最新の本市の例規
データの取込み等の経費の節減及び納期の短縮が見込める。　しかし，仮に，同社
以外との契約締結を行った場合，既存のデータベースを利用できず，印刷製本以外
による経費の発生及び納期までに多大な時間のかかるおそれが生じる。

東京都江東区新
木場１丁目１８
番１１号

株式会社ぎょう
せい　東京支社

総価 1,137,400
令和2年
4月30日

２
号

146 物品
広報かしわ等印刷（６
頁）

広報広聴課 毎月１日・１５日に発行する広報かしわの印刷

広報かしわ印刷等の今年度当初契約について㈱秋元印刷と締結しているが，当初予
期していなかった社会情勢の変化により，その契約にない広報かしわ６頁仕様を制
作することとなったため，新たに契約を締結する必要がある。当初契約を当該業者
と締結しており，広報かしわ印刷業務を引き続き実施する上で遅延なく確実な業務
が期待できることから，契約の相手方として当該業者と一者随意契約を締結した
い。

柏市中央一丁目
２番１８号

株式会社秋元印
刷

単価 9.295
令和2年
6月1日

２
号



147 賃貸借
住民情報系システム業
務用パソコン賃貸借

市民税課
　適正課税に向けて，個人住民税賦課業務を支障なく進めていくた
め，市民税課職員の人員増にともない不足している住民情報系シス
テム業務用パソコンを２台設置するもの。

　個人住民税賦課業務では，株式会社ディー・エス・ケイで開発した住民情報系基
幹システム及び個人住民税システムを運用しており，パソコンを増設する上で，同
様のシステムをセットアップすることが必須である。　また，業務で運用している
このネットワークシステムは，インターネットとは物理的に隔離したものであり，
個人番号などの個人情報管理を適正に行うことができる。　このため，同システム
を組み込んだパソコンの賃借が容易であるとともに，適正な個人情報管理を行え，
機器を含めたシステム障害等に迅速な対応が期待できる株式会社ディー・エス・ケ
イを選定したものである。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 570,900
令和2年
4月1日

２
号

148 賃貸借
住民情報系システム業
務用パソコン賃貸借
（長期継続契約）

市民税課
　適正課税に向けて，個人住民税賦課業務を支障なく進めていくた
め，市民税課職員の人員増にともない不足している住民情報系シス
テム業務用パソコンを１台設置するもの。

　個人住民税賦課業務では，株式会社ディー・エス・ケイで開発した住民情報系基
幹システム及び個人住民税システムを運用しており，パソコンを増設する上で，同
様のシステムをセットアップすることが必須である。　また，業務で運用している
このネットワークシステムは，インターネットとは物理的に隔離したものであり，
個人番号などの個人情報管理を適正に行うことができる。　このため，同システム
を組み込んだパソコンの賃借が容易であるとともに，適正な個人情報管理を行え，
機器を含めたシステム障害等に迅速な対応が期待できる株式会社ディー・エス・ケ
イを選定したものである。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 1,016,400
令和2年
4月1日

２
号

149 賃貸借
地域包括支援センター
支援システム等賃貸借

地域包括支
援課

　令和２年６月より開設する地域包括支援センターに地域包括支援
センター支援システムを導入するため，システム運用に係る機器等
を賃貸借し，導入に係る作業を行うもの

　現在設置している１１ヵ所の地域包括支援センター及び地域包括支援課で使用し
ているシステムは選定事業者と契約しており，選定事業者の事務所内にサーバーを
設置し運用しているため，他事業者の選定により，現行のシステム管理体制と異な
る運用を行うことは業務上，支障が生じる可能性を高めることとなる。　また，当
システムは選定事業者が管理している住民記録情報や介護保険情報等を連動させて
運用しているため，選定事業者が本業務を最も円滑に行うことができる事業者であ
る。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 4,389,000
令和2年
4月1日

２
号

150 賃貸借
柏市立こどもルーム冷
暖房機器賃貸借

学童保育課

こどもルームでは児童数の増加により，既存の保育室だけでは受け
入れが難しいため，小学校との協議，調整により，余裕教室を保育
室として一時的に使用させてもらい，保育を行っている。　適切な
保育環境の確保のため，エアコンが設置されていない余裕教室にお
いて，令和元年度に計12台のエアコン賃貸借を行った。　来年度の
各ルームの申込受付状況から，引き続き当該教室を保育室として使
用する必要が生じており，既設のリースエアコン9台を引き続き令
和2年度も賃貸借するものである。

本業者は，平成29，30，令和元年度において当該教室へのエアコンの賃貸借を行っ
ている。本業者を選定することにより，他業者と比べ，以下の点で優位性があ
る。・既設のため，設置及び撤去に係る経費が追加で発生しない。・既設のため，
年度当初からの確かな稼動が見込まれる。・学校の余裕教室へのエアコン設置，運
用について必要な技術，実績を有している。以上の事から，本業者への契約手続き
を行うものである。

習志野市谷津１
丁目１１番１１
号　ウィステリ
アビル津田沼３
０２号

コーユーレン
ティア株式会社
千葉営業所

総価 1,372,140
令和2年
4月1日

６
号

151 賃貸借
母子父子寡婦福祉資金
管理システム賃貸借

こども福祉
課

母子父子寡婦福祉資金貸付業務における台帳管理，貸付業務，交付
処理，調定処理，償還処理，統計処理等を行うため，システム賃貸
借を行うもの。

当該システムは，令和２年度中にシステム改修し，令和３年度から新たに５年間の
賃貸借契約を締結する予定である。したがって，本契約は令和２年度のみの賃貸借
契約であり，令和元年度に使用しているシステムを引き続き利用することが最も安
価であり，効果的であることから下記根拠規定に基づき，一者随意契約を締結する
もの。

佐賀県佐賀市兵
庫町大字藤木１
４２７番地７

株式会社佐賀電
算センター

総価 2,310,000
令和2年
4月1日

２
号

152 賃貸借
電算機器等賃貸借（下
水道事業）

下水道経営
課

　下水道会計システムと契約事務執行システムの連携，住民記録オ
ンライン業務端末，受益者負担金システム，下水道貸付金償還シス
テム，コンビニ収納用データ受信端末の賃借及び機器の保守を行
う。

　一般的に，システムを使用するためにはパソコン等ＯＡ機器の賃借，機器保守，
ソフトウェア賃借と３つの契約が必要となるが，それぞれを別業者と契約した場
合，システム障害発生時，どこに原因があるのか究明し，システム復旧のために多
くの時間を要することとなり，業務運営に多大な影響を及ぼすことになる。　この
点，株式会社ディー・エス・ケイは，ＯＡ機器のリース，保守，ソフトウェア開発
までを一体的に行っており，同社と契約することでシステム障害発生時でも，迅速
な対応により障害を最低限に食い止めることが期待できる。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 2,849,000
令和2年
4月1日

２
号

153 賃貸借
布施近隣センター電話
機等賃貸借

布施近隣セ
ンター

布施近隣センターで使用する電話機等を交換更新し，新たに５か年
の長期継続契約として賃貸借契約を締結するもの。

布施近隣センタ－は，災害発生時には地区災害対策本部となることから災害時優先
電話の設置が不可欠であり，ＮＴＴ東日本の災害時優先電話を設置することにより
優先的に通話機能が確保される。また，施設の屋内配線なども同社が施工し障害発
生時に，回線の不具合か機器の不具合かの判断が迅速にでき復旧時間の短縮が図れ
るとともに電話回線と機器の一体的な管理が可能となる。以上のことから，下記業
者と一者随意契約を締結したい。

千葉市美浜区中
瀬一丁目３番地
幕張テクノガー
デンビルＤ棟１
３階

東日本電信電話
株式会社

総価 403,920
令和2年
4月1日

２
号

154 賃貸借
根戸近隣センター電話
機等賃貸借

布施近隣セ
ンター

根戸近隣センターで使用する電話機等を交換更新し，新たに５か年
の長期継続契約として賃貸借契約を締結するもの。

根戸近隣センターは，災害発生時には避難所となることから災害時優先電話の設置
が不可欠であり，ＮＴＴ東日本の災害時優先電話を設置することにより優先的に通
話機能が確保される。また，屋内配線なども同社が施工し障害発生時に回線の不具
合か機器の不具合かの判断などが迅速にでき復旧時間の短縮が図れるとともに電話
回線と機器の一体的な管理が可能となる。以上のことから，下記業者と一者随意契
約を締結したい。

千葉市美浜区中
瀬一丁目３番地
幕張テクノガー
デンビルＤ棟１
３階

東日本電信電話
株式会社

総価 778,800
令和2年
4月1日

２
号

155 賃貸借
増尾近隣センター電話
機等賃貸借

増尾近隣セ
ンター

増尾近隣センターで賃貸借契約にて使用してきた電話機について，
新しい電話機の賃貸借契約を長期継続契約にて行うもの。

当該事業者は平成２６年度より５年間を長期継続契約，平成３１年度の１年間を電
話機の賃貸借契約を締結している。通信障害や機器不調が発生した場合，迅速な復
旧が必要である。増尾近隣センターの電話配線設置については当該業者が施工して
おり，回線や機器等総合した不具合箇所の判別を行うことが可能となる。よって，
回線等の迅速な復旧に寄するため，引き続き当該業者と契約することとしたい。

千葉市美浜区中
瀬一丁目３番地
幕張テクノガー
デンビルＤ棟１
３階

東日本電信電話
株式会社

総価 922,020
令和2年
4月1日

２
号

156 賃貸借
ビジネスフォン等賃貸
借

松葉近隣セ
ンター

松葉近隣センターに設置しているビジネスフォンは東日本電信電話
株式会社千葉事業部と賃貸借契約を締結しており，当近隣センター
のビジネスフォンを設置して以来の業者である。屋内配線及び関係
機器の配線についても同社が施工している。

同社以外の事業者と契約した場合には，通信通話に障害が発生する可能性が多大に
あるだけでなく，回線と機器で対応事業者が異なることを要因として，復旧に多く
の時間を要する。その結果，公的な窓口業務を安定して市民に提供できない恐れが
ある。

千葉市美浜区中
瀬一丁目３番地
幕張テクノガー
デンビルＤ棟１
３階

東日本電信電話
株式会社

総価 1,050,060
令和2年
4月1日

２
号



157 賃貸借
選挙人名簿管理システ
ム借上げ

選挙管理委
員会事務局

毎月名簿の調製管理を行うシステムの借上げ

選挙人名簿については，公職選挙法第２１条に基づき，住民記録情報をもとに登録
を行うこととされている。柏市の住民記録情報システムについては，㈱ディー・エ
ス・ケイに委託し管理運営していることから，選挙人名簿管理システムについて
も，住民記録を取り扱う同業者から借り上げることが最も効率的かつ経済的であ
る。このことから，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により下
記業者と随意契約を締結したい。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 8,162,000
令和2年
4月1日

２
号

158 賃貸借
農家台帳システム及び
パソコン端末等賃貸借

農業委員会
事務局

本賃貸借業務は，農業委員会事務局で運用している農家台帳システ
ムの保守業務を含んだソフトウェアの賃貸借と一括して，ハード
ウェアであるパソコン端末の賃貸借を行うもの。

平成９年から当システムを採用しており，平成２６年度には農地法改正に伴いバー
ジョンアップ，平成２７年度には機器の入れ替えを行った。もし，他の業者のシス
テムに入れ替えると，その開発やデータの移行の協議，及び検証に多大な時間を要
することやこれに伴い一時的に過大な経費負担も予想される。また，このシステム
をセットアップするパソコン等の機器についても，不具合や故障が生じた場合は，
ソフトとハードの関連性を調査の上ですぐに対応する必要があり，これらのことを
勘案すると，総合的経費の節約や安定した業務執行を行うためには，下記業者と契
約することが最良と考えられることから，随意契約したい。

千葉市美浜区中
瀬一丁目１０番
地２

ちばぎんコン
ピューターサー
ビス株式会社

総価 2,973,696
令和2年
4月1日

２
号

159 賃貸借 試掘調査時重機賃貸借 文化課
本件は，柏市埋蔵文化財取扱要綱・要領に基づき柏市が試掘調査を
実施するにあたり，重機を使用して表土剥ぎ，埋め戻し，整地など
の作業を行わせるものです。

試掘調査に係る作業のうち，表土剥ぎ作業を行うものは，当該地域の標準土層を理
解し，遺構確認について熟知したオペレーターである必要があり，単に重機操作可
能なオペレーターが経験や知識がないままにこの作業を行った場合，当該試掘調査
はもちろんのこと，その後の発掘調査作業に大きな支障が出ることは確実です。ま
た，この業務については要綱・要領に基づく申請受理後，迅速に対応する必要があ
ります。このような事情から，平成６年度に契約課と協議を行い，市内業者３者と
見積合わせを行い単価契約を締結することで，オペレーターの育成を行いながら試
掘調査を実施してきました。この結果，市内業者３社とも試掘調査を実施するにあ
たり必要なノウハウを持ったオペレーターが存在しました。しかし，平成２１年度
以降は下記業者が落札し続けており，実質的に当業務を請け負える業者は下記業者
１者となったため。

柏市布施１５９
２

株式会社三和土
建

単価 2,552,000
令和2年
4月1日

２
号

160 賃貸借
パソコン等賃貸借（遺
跡管理システム）

文化課

　当契約は，遺跡管理システムに係るシステムと機器の賃貸借に関
するものです。このシステムは，発掘調査における測量データの編
集，出土遺物や作成図面の台帳管理，報告書の版下作成などを行う
システムです。平成13年度に旧沼南町が下記業者と契約以降，約10
年間のデータが蓄積され，現在も稼働中のシステムです。

下記業者と契約しなかった場合は，これまでに蓄積されたデータを新システム用に
コンバートしなければならない。また，測量データ自体は移行できても，現在使用
中の遺跡管理システムで編集されたデータは，他業者のシステムには移行できず，
契約の相手を変更すると業務に著しい支障が生じる恐れがあると判断されるため。

東京都八王子市
別所一丁目１０
番地の６

株式会社シン技
術コンサル

総価 2,376,000
令和2年
4月1日

２
号

161 賃貸借
柏市立小学校追加空調
設備賃貸借

学校施設課

　平成２９年度に柏市立小中学校空調設備賃貸借にて市内５７校の
普通教室，特別支援教室等に空調設備を整備したが，令和２年度の
学級数を確認したところ，田中北小学校において３室に空調設備の
不足が発生したため，追加で設置するもの。

　平成２９年度に柏市立小中学校空調設備賃貸借にて契約の相手方と賃貸借契約を
締結し，空調設備の整備を行った。今回の空調設備追加は，その際，整備を行った
ビルマルチ式ガスヒートポンプエアコンの系統に室内機を増設する計画であるた
め，既設の整備と密接不可分の関係にあり，同一事業者に整備を行うことにより既
設設備の責任所在が明確になる。　また，空調設備を整備したことにより既設の整
備を熟知しているため，短期間で整備を行うことができるとともに，整備後に発生
するメンテナンスも既設設備と同時に可能で，同品質でかつ経費の削減にもつなが
る。

千葉市中央区新
町１０００番地

ＮＴＴファイナ
ンス株式会社
千葉支店

総価 11,768,900
令和2年
4月30日

２
号

162 賃貸借
柏市立中学校追加空調
設備賃貸借

学校施設課

平成２９年度に柏市立小中学校空調設備賃貸借にて市内５７校の普
通教室，特別支援教室等に空調設備を整備したが，令和２年度の学
級数を確認したところ，西原中学校において２室に空調設備の不足
が発生したため，追加で設置するもの。

　平成２９年度に柏市立小中学校空調設備賃貸借にて契約の相手方と賃貸借契約を
締結し，空調設備の整備を行った。今回の空調設備追加は，その際，整備を行った
ビルマルチ式ガスヒートポンプエアコンの系統に室内機を増設する計画であるた
め，既設の整備と密接不可分の関係にあり，同一事業者に整備を行うことにより既
設設備の責任所在が明確になる。　また，空調設備を整備したことにより既設の整
備を熟知しているため，短期間で整備を行うことができるとともに，整備後に発生
するメンテナンスも既設設備と同時に可能で，同品質でかつ経費の削減にもつなが
る。

千葉市中央区新
町１０００番地

ＮＴＴファイナ
ンス株式会社
千葉支店

総価 8,096,000
令和2年
6月30日

２
号
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