
受付区分 件名 所属 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 アミュゼ柏自動扉修繕
市民活動支
援課

　アミュゼ柏１階の正面出入口風除室外側，内側自動扉及び地下１階
出入口自動扉の経年劣化した駆動装置の更新を実施する。

　アミュゼ柏１階正面出入口風除室，地下１階出入口に設置の自動
扉設備は，自動扉メーカーである寺岡オート・ドア株式会社の製品
でありその施工及び維持管理は寺岡オート・ドアシステム株式会社
が実施しており，当該設備は寺岡オート・ドア株式会社の独自製品
のため，今回更新する駆動装置等も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。よって地方自治法施行令１６７条の２第１項第２号により当
該設備の本質的構造を熟知している下記の業者と，随意契約をした
い。

船橋市本町２‐
２８‐２６　メ
ゾンコーハン船
橋１０１

寺岡オート・ド
アシステム株式
会社　千葉営業
所

総価 1,650,000 令和4年9月7日 ２号

2 工事
豊四季駅南口エスカ
レーター修繕工事

道路保全課
豊四季駅南口エスカレーター修繕工事　一式　Ａ１号機エスカレー
ター機能維持修繕　　・ターンマチックレール　　・追従ローラー
・ステップリンク

　当該修繕工事は，豊四季駅に設置されているエスカレーターの修
繕を行うものです。当該エスカレーターは三菱電機製であり，各々
の構造は他社メーカーとの共通性がなく，固有のものであるため他
社での施工は技術的に極めて困難であるため，三菱電機株式会社の
グループ会社でありその構造やノウハウを熟知している三菱電機ビ
ルソリューションズ株式会社を契約の相手方へと選定するもので
す。

東京都荒川区荒
川七丁目１９番
１号

三菱電機ビルソ
リューションズ
株式会社　首都
圏支社

総価 5,842,100 令和4年7月28日 ２号

3 工事
柏駅東口西口エスカ
レーター修繕工事

道路保全課
柏駅東口西口エスカレーター修繕工事　一式　東口西口エスカレー
ターコムプレート修繕（上下部）　東口西口エスカレーターマンホー
ルカバー修繕（上下部，床枠含まず）

　当該修繕工事は，柏駅東口及び西口に設置されているエスカレー
ターのコムプレート及びマンホールカバーの修繕をおこなうもので
す。当該エスカレーターは㈱日立製であり，各々の構造については
他社メーカーとの共通性がなく，固有のものであるため他社での施
工について技術的に極めて困難で施工が出来ないため，㈱日立ビル
システムを契約の相手方へと選定しました。

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 8,085,000 令和4年9月6日 ２号

4 工事
北柏ふるさと公園噴水
設備設置工事

公園緑地課
　北柏ふるさと公園に夏休みの期間に仮設噴水を設置し，利用者の噴
水に対するニーズを確認するもの

　以下の理由から，目的が競争入札に適しないため，地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号の規定により以下の事業者を選定
した。・水景施設の企画・設計・施工・保守のノウハウを保有して
いること・７月末までに，噴水に対応可能な制御盤や必要な資機材
を用意できる業者が以下の業者であったため・仮設の設備設置につ
いて，対応が可能であること

千葉市中央区今
井二丁目１４番
５号

株式会社第一テ
クノ

総価 3,630,000 令和4年7月19日 ２号



5 工事
柏市立田中小学校校舎
長寿命化改良工事
（リース空調工事）

教育施設課
田中小学校校舎長寿命化改良工事に伴い，平成２９年度に柏市立小中
学校空調設備賃貸借において設置した空調設備の，取外し再取付を行
うもの。

平成２９年度に柏市立小中学校空調設備賃貸借の契約において設置
した機器の移設業務は賃貸借の事業者に依頼することとなってい
る。事業者に移設の依頼をしたところ，事業者は工事の資格がない
ため，今回指定する業者に工事を依頼するように指示があった。ま
た，今回指定する業者は平成２９年度に柏市立小中学校空調設備賃
貸借で工事を行った業者であり，同一業者が整備を行うことで，今
後の維持管理の責任の所在が明確となる。

柏市豊四季２５
８番地の２

株式会社岡田工
業所

総価 24,750,000 令和4年7月1日 ２号

6 測量
青和園給水管切替工事
設計業務委託

障害福祉課

青和園敷地内において社会福祉法人青葉会の施設のWITH　US（旧十余
二学園）の水道管が本管に接続されている。水道管の敷地上に新青和
園を建設予定であり，建物を建設すると，水道管の破損の恐れがあ
る。そのため，水道管の撤去・切替を行うための設計業務を行う。

本相手方は，当該敷地に令和5年度に社会福祉法人桐友学園が主体に
おいて新築する「新青和園」の設計業者（契約者は社会福祉法人桐
友学園）である。当該給水管切替工事は，新青和園の建設予定地に
位置しており，「新青和園」の工事が令和5年8月に予定しているこ
とから，それまでには水道管撤去工事が必要である。そのため，新
青和園の設計業務に熟知する本事業所を選定し，速やかな設計業務
を行い，来年度以降に予定している水道管撤去工事を滞りなく行う
ため，随意契約を行いたい。

柏市若柴字入谷
津１番地８４

つくば建築設計
事務所株式会社
柏支店

総価 1,595,000 令和4年11月21日 ６号

7 測量

市道０１０６１号線他
（稲荷神社前交差点）
物件調査再算定委託
（その２）

道路整備課
これまで地権者との交渉を進めた結果，道路の計画線を変更すること
となり，補償対象についても見直しが必要となった。また，今年度補
償の基準に変更があったことから改めて算定を行うもの。

令和２年度に当該地の物件調査を実施しており，既に基礎資料があ
るため道路の計画線の変更により必要となる現地踏査を行う必要が
なく，調査費用を抑えることができることや，地権者及び現場の状
況にも精通しているため短時間で精度の高い成果を得ることが可能
であるため。

千葉市中央区中
央三丁目１４番
１１号

互恵補償コンサ
ルタント株式会
社

総価 1,045,000 令和4年10月13日 ２号

8 測量

市道０１０６１号線他
（稲荷神社前交差点）
物件調査再算定委託
（その１）

道路整備課
これまで地権者との交渉を進めた結果，道路の計画線を変更すること
となり，補償対象についても見直しが必要となった。また，今年度補
償の基準に変更があったことから改めて算定を行うもの。

令和２年度に当該地の物件調査を実施しており，既に基礎資料があ
るため道路の計画線の変更により必要となる現地踏査を行う必要が
なく，調査費用を抑えることができることや，地権者及び現場の状
況にも精通しているため短時間で精度の高い成果を得ることが可能
であるため。

千葉県千葉市若
葉区みつわ台２
－４－２

日測　株式会社 総価 869,000 令和4年10月14日 ２号



9 測量
市道０２１０２号線進
入路詳細設計委託

道路整備課
　市道０２１０２号線道路整備事業を実施するにあたり，一部工種に
おいて当該路線の隣接地からの施工が必要となるため，工事車両等の
進入路の詳細設計を委託するもの。

　市道０２１０２号線の隣接地からの施工が必要となる工種は，昨
年度に実施した「市道０２１０２号線管路施設実施設計委託」にお
いて検討をした工種である。また，進入路の位置及び形状等の決定
に際して，土地所有者との協議が必要となる。下記業者は「市道０
２１０２号線管路施設実施設計委託」を実施した業者であり，設計
内容や設計時の土地所有者との協議内容の詳細等を把握している。
これらのデータは本委託の実施に際し必要不可欠なものであり，短
い期間で設計を完成させるためにはすでに協議内容の詳細を熟知し
ている必要があることから，下記業者を選定したもの。

千葉市美浜区高
洲三丁目１４番
１号

株式会社ワイア
ンドケイ企画

総価 1,529,000 令和4年11月9日 ２号

10 測量
上大津川橋梁近接施工
検討業務委託

河川排水課

　本業務は，上大津川河川改修工事を施工するにあたり，工事車両の
搬入路整備および付帯施設について設計内容の見直しを行おうとする
ものである。また，施工現場に近接する伏越管の管理者である手賀沼
下水道事務所との協議および資料の作成を行う。

　今回随意契約を行おうとする業者は，Ｈ３０年度に下水道整備課
で発注した上大津川橋梁架換設計委託を受注しており，現地調査を
実施し状況を熟知しているとともに，設計内容や設計意図について
も精通しているため，本委託を同社に行わせた場合，経費の節減お
よび効率的な業務遂行が期待できる。加えて，工事発注時期が決
まっているため，速やかに業務着手し定められた期間内に完了する
ことが可能な唯一の業者であることから，地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第６号により，下記業者と随意契約を締結すること
としたい。

千葉市中央区中
央１丁目１１番
１号

株式会社オオバ 総価 3,003,000 令和4年12月15日 ２号

11 測量
柏市立花野井小学校校
舎大規模改修工事設計
変更業務委託

教育施設課
補助金対象工事の変更におけるⅠ期・Ⅱ期の工事内容の変更に伴う設
計図一式及び設計内訳書等の見直し設計を行う

　本相手方は，昨年度当設計業務委託を受託した設計者である。Ⅰ
期・Ⅱ期工事の区分分けにおいて，数量調書の細かい数量について
も分ける必要があるため，本事業を熟知している本事業者と一者随
意契約としたい。　なお，本事業者と契約することで設計工期及び
費用についても削減も見込まれる。  上記の理由により，本事業者
を選定した。

松戸市五香六丁
目１番地の１２

株式会社山岡設
計事務所

総価 924,000 令和4年7月12日 ２号

12 測量
（仮称）柏北部東地区
新設小学校外構工事そ
の３設計業務委託

教育施設課
(仮称)柏北部東地区新設小学校における外構工事において，先行工事
に伴い，本工事施工範囲の変更があり，現状の設計図面及び数量計算
書の見直し設計を行う。

　本相手方は，現在着工中である(仮称)柏北部東地区新設小学校建
設工事の設計者かつ監理者である。数量計算書の細かい数量につい
ても分ける必要があるため，本事業を熟知している本事業者と一者
随意契約としたい。なお，契約することで工期及び費用についても
削減が見込まれる。上記の理由により，本事業者を選定した。

船橋市本町五丁
目１５番９号３
０２

株式会社豊建築
事務所　千葉営
業所

総価 1,320,000 令和4年10月26日 ２号



13 委託
柏市役所本庁舎等ＬＡ
Ｎ配線業務委託

ＤＸ推進課
庁内の執務室内配置変更等に伴い，各所属で使用するパソコンが庁内
ネットワークに接続できるよう，LAN配線を委託するもの。

本案件は，庁内ネットワークのＬＡＮ配線の変更に加え，基幹系
ネットワークで使用する業務システムの正常稼働まで含めた案件で
あり，基幹系システムの正常稼働の確認は，業務システムを構築し
た事業者しか対応できない。以上のことから，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 2,491,720 令和4年7月8日 ２号

14 委託
オープン系ＦＷ設定変
更作業委託

ＤＸ推進課

次期の千葉県情報セキュリティクラウドにおいて，セキュリティクラ
ウド接続機器が冗長化されることに伴い，同機器とオープン系ファイ
アウォールとをＬＡＮケーブル２本で接続するようにファイアウォー
ルの設定変更を行うもの。

　庁内情報ネットワークの整備及び運用管理については，平成１２
年度の導入時より，一括して株式会社ディー・エス・ケイに委託し
てきている。その理由として，庁内情報ネットワークの整備及び運
用管理を行うにあたっては，ネットワークに関する①ネットワーク
全体構成（業務系，情報系），②ルーティング等の通信経路，③セ
キュリティに関する設定（ＦＷ等），④回線・機器等の種類，⑤Ｌ
ＡＮ配線（経路），などの要素を包括的かつ総合的に取り扱うこと
ができなければ，障害時の迅速な対応や，ネットワークの追加・変
更等を行うことができないためである。本契約に基づく業務につい
ても，株式会社ディー・エス・ケイ以外に委託した場合，既設の
ネットワークの運用管理に多大な支障をきたす恐れがあることか
ら，一体的に運用することを想定した契約が必要となる。以上の理
由から，本契約については，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 875,600 令和4年9月7日 ２号

15 委託

行政手続のオンライン
化に係る申請管理シス
テム等の構築・運用保
守業務委託

ＤＸ推進課
行政手続のオンライン化にかかる申請管理システム及びその周辺サー
バ等について，開発・構築及び運用保守業務を委託するもの

　本件は，市民の利便性向上及び行政事務の効率化のため，オンラ
イン申請されたデータを各部署の各業務システム等にて受け付ける
ことができるシステムを構築するものであり，既に当該事業者との
契約において構築済みの仮想環境上に設置することによる費用的メ
リットが大きく，また，当該事業者以外の者と契約した場合，障害
発生時の原因究明やシステム復旧に時間を要し，市民サービスに大
きな影響を及ぼす可能性がある。また，本件は，当該事業者に委託
している基幹システムへの改修・接続作業を要する内容を含み，万
が一障害時が発生した場合においても，一体的な対応により，障害
影響を最小限に抑えることが期待できる。以上により，柏市随意契
約ガイドライン第２号「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」に該当することから，当該
事業者を契約先として選定する。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 8,712,000 令和4年11月14日 ２号

16 委託
柏市テレワーク・モバ
イルワーク環境構築業
務

ＤＸ推進課
　自宅や会議室などの庁内執務室以外においても，庁内ネットワーク
に接続して勤務が可能なテレワーク・モバイルワーク環境の構築を委
託するもの

　本契約は，市の庁舎執務室外から市の庁内ネットワークに接続す
るテレワークシステムを設計・構築・導入するための委託契約であ
る。当該システムは，既存サーバと連携して稼働するシステムであ
る。作業を行うためには，市の既存サーバ環境に熟知している必要
がある。当該業者は連携する既存サーバを構築・保守をしている業
者であり，条件を満たす唯一の業者である。　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 115,903,810 令和4年11月16日 ２号



17 委託
柏市基幹系業務システ
ム標準化・共通化対応
業務委託

ＤＸ推進課
基幹系業務システムを国の定めた標準仕様に準拠させるための対応業
務を委託するもの

　「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に定められた２０業務
のうち，本契約の委託対象とする８業務システムについてはすべて
当該事業者から提供されているものであり，現行仕様と標準仕様の
比較検討等の作業において，現行システムの仕様及び当市の業務フ
ローに精通する当該事業者との契約が妥当である。　また，令和３
年９月２１日付け柏企業第２４８号「システム標準化に向けた進め
方の基本方針について」において，市民サービスへの影響度等を鑑
み，現行事業者を切り替えずに適合するパッケージにバージョン
アップするパターン（『自治体情報システムの標準化・共通化に係
る手順書』Ｐ．１８）とすることについて了裁済みである。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 14,839,000 令和4年11月17日 ２号

18 委託
業務用Ｗｉ－Ｆｉ整備
に係る事前調査業務委
託

ＤＸ推進課
ア　上記で示した庁舎において，Wi-Fiによるインターネット接続環
境を整備するために　必要な作業量（LAN配線，機器設置等）の把
握。イ　本庁舎高層棟３階における電波調査。

市役所本庁舎等のＷｉ－Ｆｉはすべて下記業者のサービスによるも
のであり，別の事業者のサービス（機器）を使用する場合，他の施
設と異なる運用となってしまい，セキュリティやサービスの管理上
支障があるため。また，これまでの実績からサービスの信頼性が高
いことや，当該施設の庁内ＬＡＮ回線は下記業者の光回線サービス
を使用しており管理を一体的に行うことができるため。

千葉市美浜区中
瀬一丁目３番地
幕張テクノガー
デンビルＤ棟１
３階

東日本電信電話
株式会社

総価 1,848,000 令和4年11月28日 ２号

19 委託
柏五丁目ビルＬＡＮ配
線業務委託

資産管理課
柏五丁目ビルにおいて，各所属が会議等で使用するパソコンが庁内
ネットワークに接続できるよう，LAN配線を委託するもの

本案件は，庁内ネットワークのＬＡＮ配線の変更に加え，基幹系
ネットワークで使用する業務システムの正常稼働まで含めた案件で
あり，基幹系システムの正常稼働の確認は，業務システムを構築し
た事業者しか対応できない。以上のことから，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 689,700 令和4年10月21日 ２号

20 委託
本庁舎等電気設備定期
点検等業務委託

資産管理課

　柏市役所本庁舎及び別館及び分庁舎１の電気室及び発電機室の年次
点検業務。　なお，平成３０年度まで，分庁舎１については，別途発
注により業者を選定していたが，分庁舎１が本庁舎等近くにあり，１
度に行える経費上のスケールメリットや，他施設と同様の業者である
ことによる業務等の効率性を総合的に考慮し，令和元年度より分庁舎
１も含めた一括発注としている。

　本案件は，電気設備の全てを点検するため，本庁舎及び別館及び
分庁舎１を完全に停電しなければならない。　この業務を行うに
は，不測の事故等に対する的確な対応，さらに，停電時間を短くさ
せるための迅速な作業が要求される。これらは，専門的な技能はも
ちろんのこと，当該施設の設備等に十分精通し，かつ，人員確保が
容易にできる業者でなければ行えない。　これらの条件を満たすの
は，点検業務を長年に渡り実施してきた（一財）関東電気保安協会
が唯一の業者であるため。

四街道市大日
緑ヶ丘１７９３
‐１

（一財）関東電
気保安協会

総価 1,958,000 令和4年12月19日 ２号



21 委託

財務会計システムの改
修（電子決裁及び予算
配当一括令達機能追
加）

財政課
　財務会計システムにおいて，電子決裁機能（電子決裁区分、決裁
ルート設定、財務会計用電子決裁システム）および令達一括処理機能
（ＣＳＶ取込み、予算残額チェック）を追加するもの

　本業務は現在利用しているシステムの改修を行うものであり，こ
のシステムに係るデータ及びプログラムを管理している下記業者以
外が業務を行う事はできないため，一者随意契約とするもの。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 847,000 令和4年12月21日 ２号

22 委託
契約管理システム改修
（電子入札連携）

契約課

指名競争及び一者随意契約の入札又は見積り合わせについて，ちば電
子調達システムを利用して電子入札にて行うことを目的に，契約管理
システムとちば電子調達システムの連携機能及びその他必要な改修を
行うもの。

本業務は，既存の現に利用しているシステムの改修を行うものであ
り，このシステムに係るデータ及びプログラムを管理している下記
業者以外が業務を行う事はできない。そのため，本業務の目的を達
成できる唯一の相手方である下記業者を選定した。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 1,265,000 令和4年10月21日 ２号

23 委託
令和６年度固定資産税
評価替えに係る業務委
託

資産税課

　本委託は，令和６年度の固定資産税（土地）の評価替えにおいて活
用する標準宅地の鑑定評価等実施のための業務委託である。　固定資
産評価基準において、標準宅地の適正な時価を求める場合には、基準
年度の初日の属する年の前年の１月１日の地価公示価格及び不動産鑑
定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用
することとされており，今回，令和５年１月１日価格基準日として，
市内６６６地点の鑑定評価を行う。

　鑑定士協会は，不動産の鑑定評価に関する法律第４８条（不動産
鑑定士等の団体）により設立された団体であり，本市の過去の評価
替えに係る３年毎に行われる鑑定評価業務や，毎年度行われる時点
修正業務を受託しており，固定資産評価について鑑定評価の実績が
ある。そのため前回の鑑定評価から一貫した鑑定評価が可能であ
り，本市と継続的に協議している内容を反映した鑑定評価を期待す
ることができる。　また，鑑定士協会は，鑑定業務に必要な当本市
の地域的特性や地価の事情に精通し，かつ，地価公示価格及び県基
準地地価の鑑定評価業務に携わるなど公的評価のあり方を十分に熟
知している。　本業務においては，近隣市との価格の調整及び均衡
化を円滑に図ることも必要とされ，その広域性が求められる。千葉
県下の不動産鑑定業者の大半で組織されている協会は本業務を適切
に遂行することができる唯一の相手方である。

千葉市中央区富
士見二丁目２２
番２号

（公社）千葉県
不動産鑑定士協
会

総価 38,827,800 令和4年10月17日 ２号

24 委託
口座登録勧奨通知作成
処理（口座振替依頼書
付）

保険年金課
普通徴収かつ口座登録がない世帯を抽出し，口座登録勧奨通知及び口
座登録勧奨チラシを納品するもの

現在使用している国民健康保険システム及び収納管理システムから
対象となる世帯を抽出するため，システムの開発業者でありデータ
を管理している相手方でなければできない。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 748,000 令和4年12月20日 ２号



25 委託
田中近隣センター移転
に伴う出張所システム
等電算処理委託

市民活動支
援課

田中近隣センター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

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。

千葉県柏市若柴
字入谷津１番１
９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 2,805,000 令和4年7月12日 ２号

26 委託
保育園等ＡＩ入所選考
導入委託

保育運営課

　保育園等の入所選考にあたっては，申請者の世帯状況や希望等に応
じ，複雑なルールの下，これまで手作業で入所選考事務を行っており
膨大な時間を要していた。さらに子育て世帯の転入増加等により入園
申込者数は年々増加している。　この状況に対応するため，保育園等
入所選考判定においてＡＩを用いた入所選考を行う機能及び新しい入
所選考に対応できるように保育認定システムの機能の改修を行うも
の。これらの機能を追加することによって入所選考事務の大半は自動
化することができ，作業時間の縮減に繋げ，業務の効率化・職員の負
担軽減及び市民サービスの向上を目指すものである。

　柏市が保育園入所事務，入所している児童の管理については株式
会社ディー・エス・ケイが開発を行った保育認定システム運用して
いる。本件の機能追加及び改修において，保育認定システムを精通
している同社であるならば，データ形式の変換や連動に伴う動作確
認などを一体的に行うことにより，円滑，効率的に業務をを行うこ
とができる。また，本件の機能追加及び改修作業は，保育認定シス
テムを運用しつつ実施するため，改修作業等によりシステム障害が
発生した場合，保育園入所事務や入所している児童の管理等に著し
い支障が生じるおそれがある。同社は，開発，保守，プログラム作
成までを一体的に行っていることや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いることからシステムの動作環境等に
ついて一番熟知しており，不測の事態が発生した場合等は速やかに
対応することが可能である唯一の業者である。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 11,781,000 令和4年10月4日 ２号

27 委託
公立保育園機能・設備
等検討業務委託

保育運営課

「柏市保育のあり方検討報告書」及び「柏市保育のあり方検討に関す
る基本方針（素案）」の内容を踏まえ，今後の柏市の公立保育園に必
要な役割，機能，設備等を，関係者からの情報を整理した上で検討
し，今後の公立保育園再整備に係る検討の判断材料とすることを目的
とする。

　一般財団法人日本開発構想研究所は，「柏市保育のあり方検討報
告書」及び「柏市保育のあり方検討に関する基本方針（素案）」の
作成を含む「柏市保育のあり方検討支援業務委託」の受託者であ
り，同あり方検討の経緯を知る唯一の事業者である。本件業務委託
は，同あり方検討における検討結果を踏まえ，今後の公立保育園に
必要な役割等を検討するものであることから，同あり方検討の経緯
を知り，本件業務の検討期間を短縮することができる同研究所を契
約の相手方とすることが，業務の質及び価格面において最適である
と判断したため。

東京都港区虎ノ
門一丁目１６番
４号

（一財）日本開
発構想研究所

総価 990,000 令和4年10月31日 ６号

28 委託
融資管理システム改修
（利子補給帳票兼票変
更対応）

商工振興課
柏市中小企業融資利用事業者の情報を一括管理する融資管理システム
において，利子補給申請書の様式が変更となったため，変更後に対応
した様式を出力できるようにシステム改修を行うもの

本業務は既存の現に利用しているシステム改修を行うものであり，
このシステムに係るデータ及びプログラムを管理している下記業者
以外が業務を行うことはできない。よって本業務の目的を達成でき
る唯一の相手方である下記業者を選定した。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 566,500 令和4年8月5日 ２号



29 委託
令和４年度柏市道路関
連過去文書電子化業務
委託

道路総務課
　道路管理システム等にて管理可能なように，道路関連過去文書等の
電子画像データ化（スキャニング）を行い，道路管理システムに取り
込む。

　本業務を含め作成された画像データ化したものについて，整理後
に，柏市で運用中の道路管理システム等に取り込み管理することを
予定している。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ため，下記相
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，上記データ修正を行うことは著しく困難である。また，下記の
契約相手方以外の者が，当該道路管理システムに対応する修正を行
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精通している。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 3,970,307 令和4年7月4日 ２号

30 委託
都市計画窓口業務支援
システムデータ更新業
務委託

都市計画課
本業務委託は，ＧＩＳデータにおける図形・属性情報を更新し，現在
稼働中の都市計画窓口業務支援システム（SonicWeb）等で使用する
データの更新を行うことを目的とする。

都市計画窓口業務支援システム（SonicWeb）は，国際航業株式会社
が開発したアプリケーションソフトをベースに，同社が本市に即し
たかたちでカスタマイズを施したものであることから，同社以外に
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
を円滑且つ効率的に実施することができる唯一可能な業者である。

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 1,265,000 令和4年12月26日 ２号

31 委託
小児インフルエンザワ
クチン追加対応作業委
託

総務企画課
小児インフルエンザワクチンについて，市独自に助成を行うことと
なったため，柏市対人系保健所情報システム内に業務追加をするもの

柏市対人系保健所情報システムは，株式会社両備システムズのパッ
ケージソフトを使用しているが，プログラムが公開されていないた
め，他者が本改修作業を行うことができない。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，当該事業者と一者
随意契約を締結したい。

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 924,000 令和4年8月29日 ２号

32 委託
自動制御機器類の動作
点検委託

総務企画課
ウェルネス柏の中央監視装置と接続している自動制御機器類につい
て，動作及び通信状態の確認を行うもの

ウェルネス柏の施設管理は，柏市総合保健医療福祉施設維持管理業
務委託契約により，東葉ビル管理株式会社が担っている。本点検業
務は，施設内の様々な場所に設置されている自動制御機器の状態確
認と併せて実施する必要があり，かつ，万が一のトラブル発生時に
は施設管理者として対応が必要となることから，唯一，東葉ビル管
理株式会社が行えるものである。

柏市北柏三丁目
５番１号

東葉ビル管理株
式会社

総価 935,000 令和4年10月4日 ２号



33 委託
新型コロナワクチン業
務分析・改善等支援業
務委託

健康増進課

　柏市が実施しているワクチン接種記録システム（以下，ＶＲＳ）の
データクレンジング，ＶＲＳと保健所健康管理システム（以下，健康
かるて）及び予約管理システムとの連携業務等について，業務の分
析・改善の提案等支援を行い，システム導入や業務の運用管理を行
う。

　本業務は、新型コロナワクチン関連システム（VRS，保健所健康管
理システム，予約管理システム）に係る業務分析や改善，新規シス
テムの導入及び日々の運用まで一体的に業務委託するものである。
下記業者は，新型コロナワクチン業務システム等の行政事務システ
ムについて，十分な導入実績とノウハウがあることから，高い企画
力・改善力が期待できる。本市においても基幹系を含め下記業者の
業務システムを多く導入しており，本業務で必須としている分析及
び改善提案に必要な住民情報の管理を行っている。仮に他の事業者
に委託した場合，住民情報等の分析業務に必須な連携情報を新たに
設計する必要があり構築コストが発生する他，障害発生時の切り分
けが煩雑化し速やかな対応が難しくなる。また，本市庁内情報ネッ
トワークの整備運用管理を一括して行っているため，既存のサーバ
やストレージを活用でき，ハード面含め開発費用を安く抑えること
ができる。さらに，市内に拠点があり障害発生等のトラブルが生じ
ても迅速な対応が可能である。以上から，本業務を最も合理的かつ
経済的に遂行できる適切な受注者だと考えられる。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 10,494,000 令和4年11月17日 ２号

34 委託
防災行政無線（固定
系）再免許申請委託

防災安全課
　防災行政無線（固定系）の免許は，免許の有効期限が５年と定めら
れており，再免許申請をする際には，電波法等の関係法令に基づく申
請書を提出する必要がある。

　下記業者は，当防災行政無線装置の設置工事及び保守点検の請負
業者であり，免許申請に必要な手続きの熟知及び必要書類を保持し
ており，迅速に対応が可能となる。よって，地方自治法施行例第１
６７条の２第１項第２号の規定に基づき，下記の業者と随意契約を
締結したい。

千葉市中央区都
町六丁目２１番
５号

スイス通信シス
テム株式会社

総価 664,700 令和4年8月16日 ２号

35 委託
災害時用公衆電話整備
委託

防災安全課
災害時における避難者の通信手段の確保及び利便性向上のため，各施
設に災害時用公衆電話の整備を行うもの。

　大規模災害時の被災者や帰宅困難者が無料で使用できる災害時用
公衆電話（特殊公衆電話）は，災害救助法の発動または，それに準
ずる事態の発生で地方公共団体等が要請し，事前設置されていない
避難所が閉鎖されるまで設置する公衆電話サービスであり，東日本
電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社のみが設置できるも
のである。ついては，本市を管轄している下記事業者に地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号により依頼するものである。

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 22,126,500 令和4年12月28日 ２号

36 委託
給食管理システム改修
（八訂成分表改訂対
応）業務委託

学校保健課

　文部科学省により日本食品標準成分表２０２０年版（八訂）が作成
されたことで，既存の給食管理システムに変更が必要になったため，
令和５年度の利用に向けて新たな機能を追加したシステムに変更する
もの

　給食管理システムは，献立作成や食材発注など，安全・安心で安
定的な給食の提供に欠かせないものであり，不具合が生じた場合に
は，給食の提供，ひいては学校運営に多大な影響が生じる。本件
は，同システムへの機能作成及び追加であり，同システムの作成業
務を請負い，その内容に精通し，不具合が生じた場合にも迅速な対
応が可能な次の業者を契約の相手方としたい。

柏市光ケ丘四丁
目４番５号

株式会社勉強堂 総価 825,000 令和4年9月26日 ２号



37 委託
柏市立小中学校学習用
ネットワークデータセ
ンター環境整備委託

ＩＣＴ推進
室

　本市では，校務系・学習系のネットワーク統合及び，将来的なネッ
トワークトラフィックの増加に備え，回線の帯域保証化を予定してお
り，これに伴い，データセンターを県内へ移設することを予定してい
る。　本委託は，新規回線の敷設やデータセンター内の設備整備等，
新データセンター内の環境整備を行うもの。

　柏市の学習系ネットワークは，柏市立小中学校ネットワーク再構
築等業務委託にて構築し，下記事業者が構築し，現在，運用・保守
を行っている。今年度，将来的なネットワークトラフィックの増加
に対応するため，回線の帯域保証化を予定しており，それに伴い
データセンターを県内に移設する必要がある。移設先の環境整備に
ついては，新回線の接続や既存機器等の物理構成，設定情報等の論
理構成などを熟知している必要があり下記事業者以外では，確実な
履行は不可能である。また，仮に他の事業者に本業務を委託した場
合，上記の理由から，児童・生徒の学習等に支障が出ることはもち
ろん，ネットワーク情報等のセキュアな情報を公開することになる
ため，セキュリティの点からも問題がある。以上の理由から，下記
事業者と１者随意契約を締結するもの。

東京都千代田区
富士見二丁目１
０番２号

株式会社イン
ターネットイニ
シアティブ

総価 17,955,300 令和4年7月5日 ２号

38 委託
給食管理システム改修
（八訂成分表改訂対
応）業務委託

学校給食セ
ンター

　日本食品標準成分表が改訂され，現在２０２０年版（八訂）となっ
たため，給食管理システムも同様の内容に改修するもの。

　現在使用しているサービスは株式会社勉強堂と契約しており，そ
の機能の改修であるため，他の業者では不可能であることから，株
式会社勉強堂を契約の相手方として選定した。

柏市光ケ丘四丁
目４番５号

株式会社勉強堂 総価 715,000 令和4年9月26日 ２号

39 委託
給食管理システム機能
追加業務委託

学校給食セ
ンター

現在柏市と株式会社勉強堂との間で契約を締結している給食管理シス
テムサービス利用契約のアプリケーション提供サービスについて新た
な機能を作成し，その機能をサービスに追加するもの。

現在使用しているサービスは株式会社勉強堂と契約しており，その
機能の追加であるため，他の業者では不可能であることから株式会
社勉強堂を契約の相手方として選定した。

柏市光ケ丘四丁
目４番５号

株式会社勉強堂 総価 1,463,000 令和4年10月19日 ２号

40 委託
柏市文化財管理ＧＩＳ
機能改修委託

文化課
柏市文化財ＧＩＳによる円滑な業務遂行のため，一部機能及び画面を
改修するもの

　本業務は，平成３１年から下記業者と締結している柏市文化財管
理ＧＩＳ賃貸借契約に関連するものである。柏市文化財管理ＧＩＳ
は令和２年度に統合型ＧＩＳから切り離し，個別にシステムの再構
築を行っていることに加え，下記業者が新規開発した機能が搭載さ
れている。そのため，本業務は下記業者以外の業者が行うことはで
きないことから，下記業者と一者随意契約を行う。

神奈川県川崎市
幸区大宮町１３
１０番地ミュー
ザ川崎セントラ
ルタワー２７Ｆ

株式会社イン
フォマティクス

総価 2,667,500 令和4年9月22日 ２号



41 物品
複写式連絡帳（１・２
歳児用）

保育運営課
園と保護者との連絡及び園児の記録として使用するため，１・２歳児
に複写式連絡帳を購入するもの

柏市立保育園の園長で協議した結果，令和4年度より１・２歳児クラ
スは対象年齢が２歳児までとなっているメイトの乳幼児れんらく
ちょう・複写式を導入することに決定した。園児の生活記録が項目
別で記入しやすく複写式である連絡帳は株式会社エールでしか購入
できず，地方自治施工令第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，下記の業者と随意契
約を締結したい。

柏市豊四季２７
８番地９２

株式会社エール 総価 1,006,720 令和4年12月21日 ２号

42 物品
柏市防災ガイドブック
及び柏市洪水ハザード
マップ印刷

防災安全課

　「柏市防災ガイドブック」は，市民の防災への知識・関心と行動力
の向上を図るため，様々な情報を掲載している。また，「柏市防災ガ
イドブック」に各種ハザードマップをファイリングすることで，見た
い時に災害情報を一冊で確認することができる。　「柏市洪水ハザー
ドマップ」は，国・県管理河川氾濫時の浸水深や浸水継続時間の想定
を表記するものであり，市民や防災講習会等の受講者に配布してい
る。　このたび，「柏市防災ガイドブック」及び「柏市洪水ハザード
マップ」の情報を最新のものにするため更新・印刷を行う。

　「柏市防災ガイドブック」及び「柏市洪水ハザードマップ」は株
式会社ゼンリンが開発した地図データを使用しているため，他業者
では増刷ができないことから，地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定に基づき契約の相手方を選定した。

松戸市新松戸一
丁目２４３番地
フォーレスト山
喜１Ｆ

株式会社ゼンリ
ン　松戸営業所

総価 4,620,000 令和4年12月14日 ２号

43 賃貸借
既存住記システム及び
戸籍システム機器賃貸
借

市民課
住民記録・印鑑オンライン及び戸籍システム機器のリプレイスを行
う。

㈱ディー・エス・ケイが当該システムを構築・運用しており，機器
のリプレイスにはシステムセットアップを伴うため，システム構成
を十分の熟知していない他社が行うと不測の日数を要し業務に支障
を来してしまうことになるため。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 24,998,050 令和4年11月30日 ２号

44 賃貸借
パスポートセンター住
民情報システム等賃貸
借

パスポート
センター

パスポートセンターで使用する住民情報システム等を賃借するもの。

パスポートセンターの運営にあたり，住民記録システム，戸籍情報
システム及び住民基本台帳ネットワークシステムがセットアップさ
れたパソコンが必要である。それらのシステムのセットアップ作業
は，本市においては㈱ディー・エス・ケイが唯一実施することがで
きる業者であるため，機器の賃借，システムセットアップ及び保守
を一括で㈱ディー・エス・ケイと契約するもの。

柏市若柴字入谷
津１番１９５

株式会社
ディー・エス・
ケイ

総価 8,987,000 令和4年10月25日 ２号



45 賃貸借
後期高齢者システム機
器統合サーバ移行リプ
レイス

保険年金課
千葉県後期高齢者医療広域連合システムとの業務連携に必要な機器を
賃貸借するもの

当課では，株式会社ディー・エス・ケイが開発したシステムを利用
しており，千葉県後期高齢者医療広域連合システムと相互連携して
いる。他業者を選定した場合，ネットワークを再構築する必要があ
り，業務継続が困難となるため，同社を契約の相手先として選定し
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 1,606,000 令和4年7月19日 ２号

46 賃貸借
西原近隣センター電話
機等賃貸借

西原近隣セ
ンター

　本案件は平成２８年以降西原近隣センターで使用してきた電話機を
老朽化に伴い新機種に交換し，新たに長期継続契約として賃貸借契約
を締結するものである。

　現在，西原近隣センターの電話機は東日本電信電話（株）との
リース契約であり，近隣センター開設以来電話を設置している業者
である。そのため屋内配線についても同社が施工している。東日本
電信電話（株）以外と契約した場合，通話に障害が発生時に，回線
の不具合か機器の不具合かで対応業者が違ってしまうと，復旧によ
り時間を要し，電話回線の迅速な回復や安定した確保が出来にくい
状態となってしまう。そのため下記業者と一者随意契約することと
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 1,356,960 令和4年9月29日 ２号

47 賃貸借
大気環境常時監視シス
テム機器賃貸借等

環境政策課
市内の大気環境の状況を常時監視し，データの収集，取りまとめ，送
信を行っている大気環境常時監視システムについて，本システムに係
る機器等の賃貸借及び保守点検を実施するもの

本件については，これまでも下記事業者と契約を行っている。これ
までリースされている機器の中に耐用年数の残っている機器が存在
し，この機器を継続し使用する予定であることから，この機器を新
規リース機器と共に保守点検を行うためには，現在契約している下
記業者と契約を行う必要がある。また，大気環境常時監視システム
は，大気汚染防止法に基づき実施している大気環境の常時監視の
データを収集，取りまとめ，千葉県への送信を行っているシステム
であり，その運用には専門的な知識，経験が必要となる。契約後早
期に測定を開始し，業務へ支障の無いように運用するには，本シス
テムを熟知しており，データの送信先である千葉県のシステムの構
築を行っている下記業者以外に契約の相手となりうる者がいない。

神奈川県横浜市
神奈川区西神奈
川一丁目１４番
１２号

グリーンブルー
株式会社

総価 19,140,000 令和4年11月14日 ２号

48 賃貸借
道路管理システム機器
等賃貸借（長期継続契
約）

道路総務課
道路管理システム及び構成機器（サーバー機・クライアント機・プリ
ンター機等の賃貸借）

　道路管理システムは，下記契約相手が提供するシステム製品であ
り，その対象物件の一部を成すソフトウェアは，本市の業務に沿う
ように，下記契約相手方が開発したものである。よって，システム
本体及びソフトウェアは同契約相手の著作物に該当する。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ことも
内容とするも のであり，本件賃貸借の相手方としては，当該システ
ム及びソフトウェアの著作権者である同会社以外には存在しない。
また，本件システムを構成するハードウェアを含めての賃貸借形式
にて調達することで，償却資産事務処理，廃棄処理及び導入時経費
負担の軽減が可能となるほか，本件システムを構成するハードウェ
アと一体となった取扱い方法を熟知した下記契約相手方と契約する
ことで，本件システムの円滑な稼働環境を維持し，本件システムを
活用した本市の業務の円滑な運営の確保及び経費の節減を図ること
に資する。

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 20,592,000 令和4年9月30日 ２号



49 賃貸借
柏市立小中学校追加空
調設備賃貸借

教育施設課

　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４年度に学級
数を確認したところ，増尾西小学校で１教室，柏第三中学校で２教室
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，その際は，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・ＴＣ
リース株式会社
千葉支店

総価 24,274,250 令和4年11月22日 ２号

50 賃貸借

スクールソーシャル
ワーカー事務処理用
パーソナルコンピュー
タ等賃貸借

児童生徒課
　学校配置のスクールソーシャルワーカーが，配置校で事務処理を行
うためのパーソナルコンピュータの賃貸借及びシステム構築，保守等
を行うもの。

　本件におけるパーソナルコンピュータシステム賃貸借にあたって
は，小中学校事務処理用コンピュータシステムに接続することが前
提であり，同システムに接続するするためには，技術的・セキュリ
ティ保持の面から，その管理を行っている業者と契約をする必要が
ある。　よって，契約の性質が競争入札に適しないことから，地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により一者随意契
約とする。

柏市光ケ丘四丁
目４番５号

株式会社勉強堂 総価 3,009,600 令和4年7月4日 ２号


