
№ 契約担当部課 契約名称 契約締結日 契約の相手方 契約金額 随意契約の理由

1
企画部

ＩＣＴ推進課

マイナンバー利用事務系

セキュリティ対策ライセ

ンス使用料

令和3年11月17日

東京コンピュータ

サービス 株式会社

静岡支店

沼津市大手町3-8-23

ニッセイスタービル

3,532,320円

本契約は、現在利用しているマイナンバー利用事務系

のセキュリティ対策として導入したソフトウェア等の

ライセンスの有効期間を延⾧するものであり、現在の

契約相手である東京コンピュータサービス株式会社を

変更することは不可能であるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

2
財務部

資産活用課

令和３年度 沼津市下香

貫島郷地内分筆登記業務

委託

令和3年10月27日

公益社団法人 静岡

県公共嘱託登記土地

家屋調査士協会

静岡市駿河区曲金六

丁目16番10号

1,375,000円

土地家屋調査士法第63条の趣旨を達成するために、契

約検査課にて一括で単価契約を行い、専門的な知識等

を有する土地家屋調査士が所属する同会に発注するこ

とで迅速な業務処理が可能であるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

3
財務部

資産活用課

沼津市庁舎低濃度ポリ塩

化ビフェニル廃棄物処理

業務委託

令和3年11月18日

（株）太洋サービス

静岡県浜松市西区篠

原町9254-2

1,858,560円

 沼津市庁舎において保管中の低濃度PCB廃棄物（ト

ランス等）を「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法」に基づき適正に廃棄処分するものであ

るが、業者選定にあたっては、国（環境省）から無害

化処理認定を受けていることに加え、静岡県から特別

産業廃棄物収集運搬業許可を受けている必要がある。

このことから、登録業者の中で、（株）太洋サービス

が本業務を遂行できる唯一の契約相手方であるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

令和３年度 随意契約一覧表（１０−１２月分）



4
市民福祉部

健康づくり課

令和３年度 生活習慣病

治療患者の検査結果情報

提供事業（みなし健診）

委託

令和3年10月15日

一般社団法人 沼津

医師会

静岡県沼津市八幡町

82

1,353,000円

健診実施医療機関で糖尿病と診断され、定期的な治

療・検査を受けている国保加入者を対象とし、主治医

が医療の範囲で実施している定期的な検査と併せて特

定健診必須項目を満たす検査を追加で実施する事業で

ある。

特定健診が未受診であった場合には、主治医が診療の

場で、追加の検査を実施することが可能であり、その

業務を実施できる機関は他にない。また、かかりつけ

医で年に１回総合的な検査を実施することにより、新

たな生活習慣病の早期発見・治療につなげることがで

きる。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

5
市民福祉部

健康づくり課

インフルエンザ予防接種

委託（沼津医師会）
令和3年10月1日

一般社団法人 沼津

医師会

静岡県沼津市八幡町

82

単価契約

自己負担有3,200円

自己負担無4,400円

想定額

106,876,000円

市民が多くの医療機関で予防接種を受けることができ

る体制を整えることが必要であり、接種にかかる費用

の多寡で競争して予防接種を行う機関を選定すること

は適当ではない。市内にある個々の医療機関と個別で

予防接種の業務を委託した場合、事務手続きが煩雑に

なることから、本組織に属している医療機関であれば

どこでも接種できるようにするため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

6
市民福祉部

健康づくり課

インフルエンザ予防接種

委託（大岡マサキクリ

ニック）

令和3年10月1日

医療法人社団 秀博

会 大岡マサキクリ

ニック

静岡県沼津市大岡

863-6

単価契約

自己負担有3,200円

自己負担無4,400円

想定額

1,277,600円

市民が多くの医療機関で予防接種を受けることができ

る体制を整えることが必要であり、接種にかかる費用

の多寡で競争して予防接種を行う機関を選定すること

は適当ではない。契約相手先は市内の医療機関である

が、沼津医師会に属していないため、個別に契約を締

結する必要があるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



7
市民福祉部

健康づくり課

インフルエンザ予防接種

委託（田方医師会）
令和3年10月1日

一般社団法人 田方

医師会

静岡県伊豆の国市田

京291-3

単価契約

自己負担有3,200円

自己負担無4,400円

想定額

2,294,400円

市民が多くの医療機関で予防接種を受けることができ

る体制を整えることが必要であり、接種にかかる費用

の多寡で競争して予防接種を行う機関を選定すること

は適当ではない。過去の実績から、田方医師会管内に

ある医療機関で接種する市民が一定程度おり、それら

の個々の医療機関と個別で予防接種の業務を委託した

場合、事務手続きが煩雑になることから、本組織に属

している医療機関であればどこでも接種できるように

するため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

8
市民福祉部

健康づくり課

インフルエンザ予防接種

委託（三島市医師会）
令和3年10月1日

一般社団法人 三島

市医師会

静岡県三島市南本町

4-31

単価契約

自己負担有3,200円

自己負担無4,400円

想定額

3,102,400円

市民が多くの医療機関で予防接種を受けることができ

る体制を整えることが必要であり、接種にかかる費用

の多寡で競争して予防接種を行う機関を選定すること

は適当ではない。過去の実績から、三島市医師会管内

にある医療機関で接種する市民が一定程度おり、それ

らの個々の医療機関と個別で予防接種の業務を委託し

た場合、事務手続きが煩雑になることから、本組織に

属している医療機関であればどこでも接種できるよう

にするため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

9
市民福祉部

健康づくり課

健（検）診結果等情報マ

イナンバー情報連携対応

業務委託

令和3年12月27日

東京コンピュータ

サービス 株式会社

静岡支店

沼津市大手町3-8-23

ニッセイスタービル

7,920,000円

本業者は健康管理システムの設計・開発・構築を行っ

ている業者であり、システムの仕様は秘密情報となる

ため他社への情報公開は行われておらず、また、本シ

ステムは、住民記録や税情報等との連携がなされてお

り、システム改修業務においては、システム連携や不

具合等に対する復旧についても迅速に行う必要があ

り、現在運用しているシステムについても熟知してい

る必要があるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



10
市民福祉部

看護専門学校

沼津市立看護専門学校学

生支援システム改修業務

委託

令和3年12月27日

東京コンピュータ

サービス 株式会社

静岡支店

沼津市大手町3-8-23

ニッセイスタービル

2,640,000円

本システムは本事業者が開発し、導入した平成18年度

からこれまでに、本校のシステム環境に合わせた独自

の設計と構築を行ってきており、システムの構造等の

根幹に係る仕様書は公開していないため、他の業者に

内容を開示することは情報漏えいの危険性があるた

め。

【地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号】

11
産業振興部

観光戦略課

沼津市宿泊割引クーポン

発行等業務委託
令和 3年11月15日

株式会社リクルート

東京都千代田区丸の

内１−９−２

79,415,000円

本事業の実施にあたっては、本市への誘客に最小の費

用で最大の効果が得られる事業者と契約することが最

も望ましく、その事業者の選定にあたっては、以下の

点を考慮し、随意契約した。

〇宿泊予約の主流が、インターネット上で宿泊予約が

完結するOTA（オンライントラベルエージェント）と

なっている。

〇店舗を構える旅行代理店等と同様の事業実施を比較

すると、クーポンの原資以外でかかる費用がより安価

となり、費用対効果が高い。

〇OTAの中では、じゃらんnetはサイト閲覧数がトップ

であり、業界内の国内最大手の一つである。

〇広告代理店業を主事業としている会社であるため、

情報発信力や分析力に優れ、本市への誘客に大きな効

果が期待できる。

〇雑誌やアプリなど、すでに多くの顧客を抱える情報

発信媒体を所有しており、それらと安価に連携でき、

情報発信の効果が非常に高い。

〇本市の登録事業者であること。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



12
産業振興部

観光戦略課

楽天ふるさと納税 検索

連動型広告（RPP）
令和3年11月1日

楽天グループ株式会

社

東京都世田谷区玉川

１−１４−１ 楽天

クリムゾンハウス

1,210,000円

・契約の相手方が運営する、ふるさと納税寄附サイト

「楽天市場」における広告であること

・楽天市場内でユーザーが検索したワードに関連した

返礼品を、検索結果に表示する広告であり、本市の返

礼品に関心のあるユーザーに広報ができること

・クリック課金制であり、表示された広告がユーザー

に閲覧された場合のみ費用が発生するものであること

以上から、本寄附サイト上で行える最も効果的PRであ

ると判断されることから随意契約とした。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

13
産業振興部

観光戦略課

楽天ふるさと納税 検索

連動型広告（RPP）
令和3年12月1日

楽天グループ株式会

社

東京都世田谷区玉川

１−１４−１ 楽天

クリムゾンハウス

1,980,000円

・契約の相手方が運営する、ふるさと納税寄附サイト

「楽天市場」における広告であること

・楽天市場内でユーザーが検索したワードに関連した

返礼品を、検索結果に表示する広告であり、本市の返

礼品に関心のあるユーザーに広報ができること

・クリック課金制であり、表示された広告がユーザー

に閲覧された場合のみ費用が発生するものであること

以上から、本寄附サイト上で行える最も効果的PRであ

ると判断されることから随意契約とした。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

14
産業振興部

農林農地課

令和３年度花粉発生源対

策促進事業業務委託
令和3年11月1日

戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
14,730,100円

戸田森林組合と「森林管理委託に係る協定」を締結し

ており、戸田地区及び井田地区における市有林の管理

について、同組合に委託することとしているため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



15
産業振興部

農林農地課

令和３年度 国立研究開

発法人森林研究・整備機

構森林整備センター分収

造林事業業務委託（樹瑞

井ヶ沢）

令和3年12月13日
戸田森林組合

沼津市戸田3951番地
1,982,200円

戸田森林組合と「森林管理委託に係る協定」を締結し

ており、戸田地区及び井田地区における市有林の管理

について、同組合に委託することとしているため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

16
産業振興部

農林農地課

令和３年度 東名高速道

路と交差する市道０１１

８号線松坂橋他１１橋橋

梁補修設計業務委託

令和3年11月22日

中日本ハイウェイ・

エンジニアリング東

京株式会社

東京都新宿区西新宿

1-23-7新宿ファース

トウェスト

3,690,000円

本業務は、東名高速道路の交通規制を伴い、高速道路

内からの作業・調査については、高速道路の管理者で

ある中日本高速道路株式会社と本市と3者で協定を締結

している中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株

式会社のみしか対応できないため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

17
産業振興部

農林農地課

令和３年度 林道古宇河

内線潰地分筆登記業務委

託

令和3年12月23日

公益社団法人 静岡

県公共嘱託登記土地

家屋調査士協会

静岡市駿河区曲金６

丁目１６番１０号

1,463,000円

土地家屋調査士法第63条１項の趣旨を達成するため

に、契約検査課にて一括で単価契約を行い、多数の土

地家屋調査士が所属する同会に発注することで迅速な

業務処理が可能であるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



18
クリーンセン

ター管理課

令和３年度 沼津市清掃プ

ラント１号ボイラ耐火物

他修繕

令和3年10月8日

クボタ環境サービス

株式会社

東京都中央区京橋2-

1-3

7,480,000円

本焼却炉は、株式会社クボタが特許権を取得している

制御システム「燃焼制御方法及び燃焼制御装置」をも

とに設計を行っており、製造メーカー独自の構造、特

許技術によって構成されている設備である。（※平成

23年4月 ㈱クボタからクボタ環境サービス㈱へ事業譲

渡）

本修繕を行う設備においては、特殊設備であるため施

工上の経験、知識を必要とし、現場の状況等に精通し

た製造メーカーが施工を行う必要がある。

また、クボタ環境サービス株式会社は、焼却炉に関し

て工事箇所の性能・機能保証だけでなく、焼却炉運転

開始後、正常稼働するまで確認を行い、施工箇所以外

の部分も含めた焼却炉全体の性能を保証している。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



19
クリーンセン

ター管理課

令和３年度 沼津市清掃プ

ラント２号乾燥帯及び燃

焼帯側壁耐火物他修繕

令和3年11月22日

クボタ環境サービス

株式会社

東京都中央区京橋2-

1-3

25,410,000円

本焼却炉は、株式会社クボタが特許権を取得している

制御システム「燃焼制御方法及び燃焼制御装置」をも

とに設計を行っており、製造メーカー独自の構造、特

許技術によって構成されている設備である。（※平成

23年4月 ㈱クボタからクボタ環境サービス㈱へ事業譲

渡）

本修繕を行う設備においては、特殊設備であるため施

工上の経験、知識を必要とし、現場の状況等に精通し

た製造メーカーが施工を行う必要がある。

また、クボタ環境サービス株式会社は、焼却炉に関し

て工事箇所の性能・機能保証だけでなく、焼却炉運転

開始後、正常稼働するまで確認を行い、施工箇所以外

の部分も含めた焼却炉全体の性能を保証している。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



20
クリーンセン

ター管理課

令和３年度 沼津市清掃プ

ラント２号バグフィルタ

下スクレーパーコンベヤ

減速機整備

令和3年10月25日

クボタ環境サービス

株式会社

東京都中央区京橋2-

1-3

1,320,000円

本焼却炉は、株式会社クボタが特許権を取得している

制御システム「燃焼制御方法及び燃焼制御装置」をも

とに設計を行っており、製造メーカー独自の構造、特

許技術によって構成されている設備である。（※平成

23年4月 ㈱クボタからクボタ環境サービス㈱へ事業譲

渡）

本修繕を行う設備においては、特殊設備であるため施

工上の経験、知識を必要とし、現場の状況等に精通し

た製造メーカーが施工を行う必要がある。

また、クボタ環境サービス株式会社は、焼却炉に関し

て工事箇所の性能・機能保証だけでなく、焼却炉運転

開始後、正常稼働するまで確認を行い、施工箇所以外

の部分も含めた焼却炉全体の性能を保証している。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



21
クリーンセン

ター管理課

令和３年度 沼津市清掃プ

ラント１号ボイラ分解整

備

令和3年12月3日

クボタ環境サービス

株式会社

東京都中央区京橋2-

1-3

9,020,000円

ボイラを含めた清掃プラントの焼却炉は、株式会社ク

ボタが特許権を取得している制御システム「燃焼制御

方法及び燃焼制御装置」をもとに設計を行っており、

製造メーカー独自の構造、特許技術によって構成され

ている設備である。（※平成23年4月 ㈱クボタからク

ボタ環境サービス㈱へ事業譲渡）

本修繕を行う設備においては、特殊設備であるため施

工上の経験、知識を必要とし、現場の状況等に精通し

た製造メーカーが施工を行う必要がある。

また、クボタ環境サービス株式会社は、焼却炉に関し

て工事箇所の性能・機能保証だけでなく、焼却炉運転

開始後、正常稼働するまで確認を行い、施工箇所以外

の部分も含めた焼却炉全体の性能を保証している。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

22

生活環境部

クリーンセンター

管理課

令和３年度 衛生プラント

No.1前処理設備分解整備
令和3年10月1日

水ｉｎｇエンジニア

リング㈱横浜営業所

横浜市中区本町２−

２２京阪横浜ビル

7,260,000円

衛生プラントの建設においては、し尿処理場の特性か

ら性能発注を行っており沼津市の処理量想定に基づ

き、独自に設計施工されています。設計施工は株式会

社荏原製作所によるものですが、現在、保守関連事業

においては、株式会社荏原製作所からメンテナンス事

業を継承した水ｉｎｇエンジニアリング株式会社横浜

営業所が行っており設備の特殊性上設置したメーカー

でなければ部品の調達や保守ができず、施工後の性能

保証もできません。以上より、本修繕を施工できる唯

一の事業者であるため。

【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】



23

生活環境部

クリーンセンター

管理課

令和３年度 衛生プラント

汚泥乾燥設備修繕
令和3年10月1日

水ｉｎｇエンジニア

リング㈱横浜営業所

横浜市中区本町２−

２２京阪横浜ビル

1,650,000円

衛生プラントの建設においては、し尿処理場の特性か

ら性能発注を行っており沼津市の処理量想定に基づ

き、独自に設計施工されています。設計施工は株式会

社荏原製作所によるものですが、現在、保守関連事業

においては、株式会社荏原製作所からメンテナンス事

業を継承した水ｉｎｇエンジニアリング株式会社横浜

営業所が行っており設備の特殊性上設置したメーカー

でなければ部品の調達や保守ができず、施工後の性能

保証もできません。以上より、本工事を施工できる唯

一の事業者であるため。

【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

24

生活環境部

クリーンセンター

管理課

令和３年度 衛生プラント

コンベア類分解整備
令和3年11月15日

水ｉｎｇエンジニア

リング㈱横浜営業所

横浜市中区本町２−

２２京阪横浜ビル

7,920,000円

衛生プラントの建設においては、し尿処理場の特性か

ら性能発注を行っており沼津市の処理量想定に基づ

き、独自に設計施工されています。設計施工は株式会

社荏原製作所によるもので、現在、保守関連事業にお

いては、株式会社荏原製作所からメンテナンス事業を

継承した水ｉｎｇエンジニアリング株式会社横浜営業

所が行っております。設備の特殊性上設置したメー

カーでなければ部品の調達や保守ができず、施工後の

性能保証もできません。以上より、本修繕を施工でき

る唯一の事業者であるため。

【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】



25

生活環境部

クリーンセンター

管理課

令和３年度 衛生プラント

乾燥機用冷凍機分解整備
令和3年12月17日

水ｉｎｇエンジニア

リング㈱横浜営業所

横浜市中区本町２−

２２京阪横浜ビル

1,485,000円

衛生プラントの建設においては、し尿処理場の特性か

ら性能発注を行っており沼津市の処理量想定に基づ

き、独自に設計施工されています。設計施工は株式会

社荏原製作所によるものですが、現在、保守関連事業

においては、株式会社荏原製作所からメンテナンス事

業を継承した水ｉｎｇエンジニアリング株式会社横浜

営業所が行っており設備の特殊性上設置したメーカー

でなければ部品の調達や保守ができず、施工後の性能

保証もできません。以上より、本工事を施工できる唯

一の事業者であるため。

【地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号】

26

生活環境部

クリーンセンター

収集課

東地区空缶等売払い

（令和４年１月・２月・

３月収集分）

令和3年12月17日

株式会社 丸和

静岡県沼津市春日町

1

30,800円

（ｔ当たり）

各自治会等の資源化物ステーションからの距離等を勘

案し決定した沼津市内東地区の区域内に、空缶類を搬

入可能なトラックスケール等を有した搬入場所等があ

り、受入可能である回答をした事業者が当該業者のみ

であったため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

27

生活環境部

クリーンセンター

収集課

令和4年度ごみの年間収

集計画表 印刷
令和3年12月13日

文光堂印刷株式会社

静岡県沼津市西間門

68-1

2,264,867円

「令和4年度ごみの年間収集計画表」は、各自治会に資

源等の収集日が異なる地区別に22種類（旧沼津地区20

種類、戸田地域2種類）を印刷配布するものである。印

刷後「広報ぬまづ」と同時に市内全自治会へ、各自治

会に該当する種類及び部数を指定する場所に配布する

ことを含む契約のため、自治会ごとに異なる種類・部

数・配布場所に適切に対応する確実性の保持及び手数

料経費の節減が出来ることから、「広報ぬまづ」の印

刷・配布業者であり、各自治会への配布業務に精通し

ている当該業者と随意契約とした。

【地方自治法施行令第167条の２第1項第2号】



28
都市計画部

まちづくり政策課

令和３年度 沼津駅南口

路線バス運行案内デジタ

ルサイネージ設置業務委

託

令和3年10月1日

池田ピアノ運送株式

会社

神奈川県横浜市旭区

上白根３丁目３８番

３号

9,967,727円

本業務が事業者によって大きく成果に差が出るもので

あることからプロポーザル方式により提案を受け、契

約候補者選定委員会にて選定した契約候補者と契約締

結したため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

29
都市計画部

まちづくり指導課

令和3年度「木造住宅耐

震戸別訪問事業」業務委

託

令和3年10月18日

公益社団法人 静岡

県建築士会

静岡市葵区昭和町9

番5号

1,807,300円

「静岡県耐震診断補強相談士」である建築士が多数所

属する唯一の団体であり、本事業を統括できる組織で

あるため。

【地方自治法施行令第167条の２第1項第2号】

30
都市計画部

緑地公園課

令和３年度 沼津御用邸記

念公園展望地詳細設計業

務委託

令和3年12月20日

鈴木設計株式会社

沼津技術センター

静岡県沼津市高島町

23-12プランシェ沼

津高島町１０２号

1,716,000円

本業務委託は、静岡県沼津土木事務所の牛臥海岸の防

潮堤嵩上工事に伴い、沼津御用邸記念公園の展望地や

防護柵設置等に係る検討と設計を行うもので、県工事

と一体不可分であるため、県工事の設計を受託した鈴

木設計株式会社と契約する必要があるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

31
建設部

河川課

新田排水機場他遠隔監視

装置修繕
令和3年12月24日

明電ファシリティ

サービス株式会社

沼津市西沢田52

3,960,000円

市内排水機場の遠隔監視装置及びシステムは、同社が

独自で構築したものを採用しており、機器の修繕にお

いても同社のみが対応できるため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

32
建設部

道路管理課

令和3年度沼津市統合型

GIS占用データ入力業務

委託

令和3年10月1日

国際航業株式会社

静岡県静岡市葵区栄

町4-10朝日生命静岡

栄町ビル

1,353,000円

統合型GISは委託業者が管理・運用しており、データ追

加や変更作業を行うことが出来るのが同社のみのた

め。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

33
建設部

道路管理課

令和3年度東名高速道路

と交差する市道0118号線

松坂橋他11橋橋梁補修設

計業務委託

令和3年11月22日

中日本ﾊｲｳｪｲ・ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ東京株式会社

東京都新宿区西新宿

1-23-7

40,607,000円

本業務は、東名高速道路の交通規制を伴い、高速道路

内からの作業・調査については、高速道路の管理者で

ある中日本高速道路株式会社と本市と3者で協定を締結

している中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株

式会社のみしか対応できないため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】



34
建設部

道路管理課

令和3年度沼津市道路台

帳補正業務委託
令和3年12月7日

国際航業株式会社

静岡県静岡市葵区栄

町4-10朝日生命静岡

栄町ビル

8,580,000円

統合型GISは委託業者が管理・運用しており、データ追

加や変更作業を行うことが出来るのが同社のみのた

め。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

35
選挙管理委員会事

務局

衆議院議員総選挙ポス

ター掲示場設置保守撤去

業務委託

令和3年10月7日

静岡県広告美術業協

同組合沼津支部

静岡県沼津市大諏訪

837-2

3,229,710円

衆議院の解散による突発的なもので、選挙までの準備

期間が極端に短いため、直近の受託業者とした。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第５号】

36
選挙管理委員会事

務局

衆議院議員総選挙事務補

助員派遣
令和3年10月7日

株式会社 経営管理

センター沼津事業所

静岡県沼津市大手町

5-6-7ヌマヅスルガ

ビル

4,731,017円

衆議院の解散による突発的なもので、選挙までの準備

期間が極端に短い上、参議院静岡県選出議員補欠選挙

の派遣業務と派遣期間が重複するため、同選挙の受託

事業者とした。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第２号】

37
選挙管理委員会事

務局

令和3年度 衆議院議員

総選挙選挙公報 配送・

折込業務

令和3年10月15日

株式会社 静岡新聞

社

静岡市駿河区登呂３

丁目１番１号

2,083,840円

衆議院の解散による突発的なもので、選挙公報納品場

所が参議院静岡県選出議員補欠選挙時同様「沼津市役

所」のため、同選挙の業者しか対応できないため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

38
選挙管理委員会事

務局

衆議院議員総選挙ポス

ター掲示板
令和3年10月7日

株式会社タナカ

東京支社

東京都千代田区神田

東松下町17

1,393,920円

衆議院の解散による突発的なもので、緊急で発注する

必要があり、納期も非常に短いため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第５号】



39
教育委員会事務局

学校管理課

沼津市立中学校・小中一

貫学校合併処理槽汚泥引

抜業務委託

令和3年12月1日

沼津市環境整備事業

協同組合

静岡県沼津市大諏訪

731

1,964,490円

学校という教育現場において、合理性を優先し、市の

許可を受けた業者で構成され、複数の業者によって短

期間で効率良く実施できる組合が適していると判断す

るため。

【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

40
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用青果（１

０月１８日～１０月２９

日）

令和3年10月8日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

4,981,860円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

41
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用青果（１

１月１日～１１月１２

日）

令和3年10月27日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

4,997,271円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

42
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用青果（１

１月１５日～１１月３０

日）

令和3年11月8日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

6,485,833円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

43
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用精肉・鶏

肉（１１月１日～１１月

３０日）

令和3年10月7日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

6,000,397円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

44
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用青果（１

２月１日～１２月１０

日）

令和3年11月19日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

4,793,582円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



45
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用青果（１

２月１３日～１２月２４

日）

令和3年12月6日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

5,050,594円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

46
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用精肉・鶏

肉（１２月１日～１２月

３１日）

令和3年11月10日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

5,589,611円
登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

47
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用鮮魚（１

月５日～３月31日）
令和3年12月8日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

単価契約

生 むき海老 Ｌ

1,768円／kg 他

想定額

12,206,600円

登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

48
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用精肉・鶏

肉（１月５日～１月31

日）

令和3年12月8日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

単価契約

豚肉 ロース 切り

身 1,956円／kg 他

想定額

5,589,600円

登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

49
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用給食専用

加工品（１月５日～３月

３１日）

令和3年12月22日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

単価契約

こめ白絞油 18L缶

5,447円／缶 他

想定額

33,836,500円

学校給食で使用する食品は、その使用にあたり産地や

添加物、アレルギー物質等について厳しい基準があ

り、使用に際しては書類審査を行う必要があるが、(公

財)静岡県学校給食会の物資については、学校給食で提

供される目的で製造されており、書類審査が不要であ

るため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】



50
教育委員会

学校教育課

小中学校給食用青果（１

月５日～１月14日）
令和3年12月27日

公益財団法人 静岡

県学校給食会 沼津

支部（沼津市本字丸

子町752-11）

単価契約

たまねぎ Ｌ 312

円／kg 他

想定額

4,793,500円

登録業者の中で対応可能な業者が1者しかないため

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

51
教育委員会

図書館

沼津市立図書館

閲覧用図書(一般)
令和3年10月1日

株式会社マルサン書

店

静岡県沼津市大手町

5-3-13

1,142,639円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」第23条第4項において再販売価格を維持すること

が認められている商品であり、全国一律価格となって

いるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

52
教育委員会

図書館

沼津市立図書館

閲覧用図書(一般)
令和3年11月2日

株式会社マルサン書

店

静岡県沼津市大手町

5-3-13

1,641,324円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」第23条第4項において再販売価格を維持すること

が認められている商品であり、全国一律価格となって

いるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】

53
教育委員会

図書館

沼津市立図書館

閲覧用図書(一般)
令和3年12月1日

株式会社マルサン書

店

静岡県沼津市大手町

5-3-13

1,436,752円

書籍は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」第23条第4項において再販売価格を維持すること

が認められている商品であり、全国一律価格となって

いるため。

【地方自治法施行令第167条の２第１項第２号】


