
随意契約一覧（令和２年度１０月から令和３年３月分）
第１号 少額の契約

第２号 その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき

第３号 特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき

第４号 新規事業分野の開拓事業者から新商品の買入契約をするとき

第５号 緊急の必要によるもの

第６号 競争入札に付すことが不利なもの

第７号 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの

第８号 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき

第９号 競争入札において落札者が契約を締結しないとき

始期 終期(納期限)

1 工事 生活環境課
第１００号　地域防犯対策事業　ＬＥ
Ｄ防犯灯設置工事

有限会社菊池電機商
会

8,217,000 令和2年11月18日 令和2年11月20日 令和3年2月26日 入札不調となったため、入札参加者と随意契約するもの。 第８号

2 工事 観光企画推進課
第１１４号　飯道山登山道観光トイレ
改修工事

株式会社フジサワ建
設

12,870,000 令和2年12月14日 令和2年12月15日 令和3年3月15日 入札不調となったため、入札参加者と随意契約するもの。 第８号

3 工事 林業振興課 第１１８号　勅旨地区単独治山工事 有限会社小西造園 6,930,000 令和3年2月9日 令和3年2月10日 令和3年5月25日 入札不調となったため、入札参加者と随意契約するもの。 第８号

4 工事 住宅建築課
第１０７号　市営住宅竜が丘団地外壁
等改修工事

辻寅建設株式会社 21,989,000 令和2年11月25日 令和2年11月26日 令和3年3月15日 入札不調となったため、入札参加者と随意契約するもの。 第８号

5 工事 下水道課
第８８号　農業集落排水小佐治地区処
理場回分槽１号上澄水排出装置交換工
事

株式会社西原環境関
西支店

3,520,000 令和2年10月16日 令和2年10月19日 令和3年2月26日 製造メーカーでしか装置の製造および運転制御調整ができないため。 第２号

6 工事 下水道課
第８９号　農業集落排水中畑地区処理
場シーケンサ更新工事

日立造船株式会社 2,530,000 令和2年10月16日 令和2年10月19日 令和3年2月15日 シーケンサ装置の更新は、プログラミングデータの所有者以外では施工し得ないため。 第２号

7 工事 下水道課
第１０３号　信楽水再生センター砂ろ
過機器等交換工事

水道機工株式会社大
阪支店

4,070,000 令和2年10月22日 令和2年10月23日 令和3年2月26日 製造メーカーでしか装置の製造および運転制御調整ができないため。 第２号

8 工事 下水道課
第１１１号　公共下水道・農業集落排
水処理施設通報装置設置工事

小松電機産業株式会
社

6,479,000 令和2年11月12日 令和2年11月13日 令和3年2月26日 当市が採用している遠隔監視装置の製造メーカーでしか装置の設置ができないため。 第２号

9 工事 下水道課
第１４６号　土山オー・デュ・ブール
汚泥供給ポンプ交換工事

水道機工株式会社大
阪支店

1,870,000 令和2年12月24日 令和2年12月25日 令和3年2月19日 既設設備の製造・工事施工業者でしか施工にかかる運転調整ができないため。 第２号

10 工事 社会教育スポーツ課
第１２９号　碧水ホール吸収冷温水機
修繕工事

川重冷熱工業株式会
社西日本支社

2,530,000 令和2年12月4日 令和2年12月5日 令和3年1月8日 既設空調設備の製造メーカーでしか施工にかかる運転制御調整ができないため。 第２号

11 工事 歴史文化財課
第１１６号　かもしか食害対策防護柵
設置工事

滋賀中央森林組合 4,400,000 令和2年10月29日 令和2年11月24日 令和3年3月23日 競争入札に付しても応札者がなく、同業務の施工実績を唯一有する者であるため。 第２号

12 委託 秘書広報課
第３７６号　令和３年度甲賀市広報紙
発行支援業務委託（単契）

アインズ株式会社滋
賀南営業所

26,547,840 令和2年11月17日 令和3年2月1日 令和4年3月1日 プロポーザル方式により選定した者であるため。 第２号

13 委託 情報政策課
第３５０号　甲賀市データ放送システ
ム導入業務委託（長期継続）

ジャパンケーブル
キャスト株式会社

27,082,000 令和3年1月4日 令和3年1月5日 令和8年3月31日 プロポーザル方式により選定した者であるため。 第２号

14 委託 情報政策課
第４１１号　旧基幹系機器等処分業務
委託

日本電子計算株式会
社大阪支店

770,000 令和3年3月1日 令和3年3月2日 令和3年3月31日
処分対象としているサーバー等は、保管・管理しているシステム構築者のデータセンター内にあり、他者では
データセンターでの撤去ができないため。

第２号

15 委託 情報政策課
第３８４号　基幹系システム運用管理
業務委託

トーテックアメニ
ティ株式会社京滋事

2,992,000 令和2年11月30日 令和2年12月1日 令和3年3月31日
当市が加入する自治体クラウド協議会が調達する基幹系システムの運用管理は、システムを構築した者以外で
はなし得ないため。

第２号

16 委託 総務課
第３９３号　令和３・４年度甲賀市役
所庁舎総合案内及び電話交換業務委託

株式会社オーイング
甲賀湖南支店

18,700,000 令和3年2月19日 令和3年4月1日 令和5年3月31日 プロポーザル方式により選定した者であるため。 第２号

17 委託 管財課
第３７９号　甲賀市役所庁舎屋根付き
駐車場設置工事設計業務委託

株式会社梓設計関西
支社

1,045,000 令和2年12月10日 令和2年12月11日 令和3年3月10日 庁舎建設当時の実施設計業務の受注者以外の者では庁舎意匠との一体化や位置・構造の検討ができないため。 第２号

18 委託 管財課
第３９７号　ＰＣＢ使用安定器分別調
査・荷姿登録作業業務委託

甲陽興産株式会社 638,880 令和3年1月6日 令和3年1月7日 令和3年2月26日
平成２９、３０年度に実施したＰＣＢ使用製品等全数調査及び事前登録作業に引き続いて実施する業務であ
り、当時の受託者であるため。

第２号

19 委託 管財課
第４０９号　甲賀市公共施設ＰＣＢ使
用製品等全数調査業務委託

甲陽興産株式会社 3,450,150 令和3年2月1日 令和3年2月2日 令和3年3月19日
「令和２年度第３９７号ＰＣＢ使用安定器分別調査・荷姿登録作業業務委託」の追加業務であり、同業務の受
託者であるため。

第２号

20 委託 市民課
第３６５号　コンビニ交付システム住
民票記載事項証明書追加業務委託

トーテックアメニ
ティ株式会社京滋事

528,000 令和2年11月2日 令和2年11月4日 令和3年1月6日
当市が加入する自治体クラウド協議会が調達するシステムへのオプションを追加する業務であることから、シ
ステムを構築した者以外では業務をなし得ないため。

第２号

21 委託 保険年金課
第４０２号　特別調整交付金（結核・
精神）申請支援業務委託（単契）

滋賀県国民健康保険
団体連合会

4,232,617 令和3年1月22日 令和3年1月25日 令和3年3月31日
厳しい交付要件である特別調整交付金の対象経費抽出のための専門的な知識を有し、対象経費抽出に必要な
データを保有する者であるため。

第２号

22 委託 生活環境課
第３７５号　令和３・４・５年度甲賀
斎苑火葬業務委託

株式会社五輪 68,864,400 令和3年3月11日 令和3年4月1日 令和3年3月31日 プロポーザル方式により選定した者であるため。 第２号

23 委託 福祉医療政策課
第３４１号　甲賀市フレイル予防対策
に係るデータ分析業務委託

株式会社日本医薬総
合研究所

991,500 令和2年10月15日 令和2年10月15日 令和3年1月29日 役務提供のその他を希望する業者のうち、唯一レセプト分析業務を希望しているため。 第２号

24 委託 すこやか支援課
第３８３号　乳幼児健診ＷＥＢ予約
サービス業務委託

マーソ株式会社 880,000 令和3年1月4日 令和3年1月8日 令和3年3月31日
健診申し込みの際に年齢を入力することで受診可能な健診が絞り込むことができ、それに基づいた受信告知か
ら次回の受診勧奨までをセットで行える唯一のシステムを提供できる者であるため。

第２号

25 委託 発達支援課
第３７２号　健康管理システム追加オ
プション導入業務委託

トーテックアメニ
ティ株式会社京滋事

2,046,000 令和2年11月24日 令和2年11月25日 令和3年3月31日
当市が加入するおうみ自治体クラウド協議会が調達するシステムへのオプションを追加する業務であることか
ら、システムを構築した者以外では業務をなし得ないため。

第２号

26 委託 観光企画推進課
第３６４号　ドラマレガシーを活用し
た甲賀市ＰＶ制作事業業務委託

株式会社ディープロ
モーション

9,993,950 令和2年11月4日 令和2年11月11日 令和3年3月22日
ＮＨＫ連続テレビ小説「スカーレット」のイメージを強く取り入れた内容である事から、当番組制作に携わっ
た会社として、本業務を唯一なし得る者であるため。

第２号

27 委託 観光企画推進課
第４０５号　甲賀市忍者を核とした観
光拠点施設整備にかかるＡＲ（拡張現
実）開発業務委託

株式会社乃村工藝社 2,970,000 令和3年2月3日 令和3年2月4日 令和3年3月26日 展示物と調和がとれたＡＲを開発するため、展示物を設計施工し、そのコンセプトを熟知する者であるため。 第２号

28 委託 農村整備課
第４１２号　県営杉山地区土地改良事
業　換地業務委託

滋賀県土地改良事業
団体連合会

1,050,000 令和3年3月23日 令和3年3月24日 令和3年3月31日
土地改良法に規定する換地業務ができる県内唯一の団体であり、換地計算システムを所有し使用できる者であ
るため。

第２号

29 委託 林業振興課
第３７３号　林地台帳情報整備業務委
託

株式会社パスコ滋賀
支店

990,000 令和2年11月24日 令和2年11月25日 令和3年2月26日 システムを構築した者以外では業務をなし得ないため。 第２号

種別
(工事・委託・物品) 担当課 工事（業務）名 契約の相手方番号

根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項

当初契約金額
履行期間

選定・随意契約理由 根拠法令契約日



始期 終期(納期限)
種別

(工事・委託・物品) 担当課 工事（業務）名 契約の相手方番号 当初契約金額
履行期間

選定・随意契約理由 根拠法令契約日

30 委託 建設管理課
第３８８号　除雪用小型タイヤショベ
ルレンタル

滋賀建機株式会社 2,121,900 令和2年12月4日 令和2年12月4日 令和3年3月19日 雪寒対策業務で使用するキャビン付きタイヤショベルの在庫を当市近隣で唯一有する者であるため。 第２号

31 委託 建設事業課
第４０６号　市道新町・貴生川幹線内
貴橋道路整備工事積算業務委託

公益財団法人滋賀県
建設技術センター

2,948,000 令和3年2月25日 令和3年2月26日 令和3年3月31日
県及び県内市町が使用する積算システム（創積２１）のサーバーを管理することから、県内の公共建設事業を
支援・補完が唯一可能な者であるため。

第２号

32 委託 建設事業課
第３７７号　市道漆谷中山谷線災害復
旧設計業務委託

株式会社関西技研 12,870,000 令和2年12月7日 令和2年12月8日 令和3年3月15日
被災時から現地の測量、調査、関係機関協議を継続的に実施していることから、他の者に履行させた場合、継
続してきた観測結果による考察や関係機関との協議経過に著しく支障が生じる恐れがあるため。

第２号

33 委託 公共交通推進課
第３８９号　信楽高原鐵道施設車両抗
菌・抗ウイルス処理業務委託

ニチリンケミカル株
式会社

1,836,120 令和2年12月21日 令和2年12月22日 令和3年2月26日 仕様に基づく触媒による鉄道車両に対する抗菌・抗ウイルス処理を唯一行うことが可能な者であるため。 第２号

34 委託 上水道課
第３９２号　令和３・４年度　甲賀市
上水道積算システム構築等業務委託
（長期継続）

株式会社エージェン
シーソフト

2,829,200 令和2年12月25日 令和2年12月28日 令和5年3月31日 クラウド方式に対応した上水道積算システムを唯一提供可能な者であるため。 第２号

35 委託 下水道課 第３５５号　下水道台帳更新業務委託
国際航業株式会社滋
賀営業所

2,365,000 令和2年10月22日 令和2年10月23日 令和3年2月26日 システムを開発した者以外では業務をなし得ないため。 第２号

36 委託 教育総務課
第３４８号　甲賀市学校給食管理シス
テム導入業務委託

株式会社夢工房 1,435,500 令和3年1月13日 令和3年1月14日 令和3年3月31日 プロポーザル方式により選定した者であるため。 第２号

37 委託 教育総務課
第３４９号　令和３・４・５・６年度
甲賀市東部学校給食センター調理・洗
浄業務委託

一冨士フードサービ
ス株式会社京滋支社

367,840,000 令和3年1月8日 令和3年1月12日 令和7年3月31日 プロポーザル方式により選定した者であるため。 第２号

38 委託 教育総務課
第３９０号　甲賀市西部学校給食セン
ター調理・洗浄追加業務委託

一冨士フードサービ
ス株式会社京滋支社

2,860,330 令和2年12月21日 令和2年12月22日 令和3年2月26日 現在契約中の業務に対する指定を超える給食日数の追加であるため。 第２号

39 委託 教育総務課
第３９１号　甲賀市東部学校給食セン
ター調理・洗浄追加業務委託

一冨士フードサービ
ス株式会社京滋支社

1,892,550 令和2年12月21日 令和2年12月22日 令和3年2月26日 現在契約中の業務に対する指定を超える給食日数の追加であるため。 第２号

40 委託 学校教育課
第３５６号　甲賀市学習者用コン
ピュータ初期設定業務委託

株式会社大塚商会滋
賀営業所

2,530,000 令和2年10月21日 令和2年10月22日 令和3年2月26日 県内市町が参加する共同調達による端末等の初期設定であることから、納入業者しか業務をなし得ないため。 第２号

41 委託 学校教育課
第３５８号　令和３・４・５年度　甲
賀市外国語指導助手業務委託

株式会社ボーダーリ
ンク

67,650,000 令和3年3月1日 令和3年3月2日 令和6年3月31日 プロポーザル方式により選定した者であるため。 第２号

42 委託 学校教育課
第４０１号　小中学校最終学年記念事
業業務委託

株式会社ディープロ
モーション

4,996,619 令和3年2月8日 令和3年2月9日 令和3年3月10日 ＮＨＫ連続テレビ小説「スカーレット」の制作会社であることから、本業務を唯一なし得る者であるため。 第２号

43 委託 学校教育課
第３６６号　甲賀市小中学校無線ＬＡ
Ｎ追加業務委託

ＮＥＣネッツエスア
イ株式会社京滋支店

37,400,000 令和2年10月30日 令和2年11月2日 令和3年3月19日
既に導入している無線ＬＡＮの構築者以外の者に履行させた場合、既存部分の使用においてトラブルが発生し
た場合の責任の所在が不明確になる恐れがあるため。

第２号

44 委託 社会教育スポーツ課
第３４４号　アール・ブリュット交流
展業務委託

社会福祉法人やまな
み会

3,806,000 令和2年10月2日 令和2年10月5日 令和3年1月31日
アール・ブリュット作品の日本を代表する作家を多く輩出して障がい者芸術を牽引し、国内外の様々な分野か
ら高い評価を受けているため。

第２号

45 委託 社会教育スポーツ課
第３４５号　アール・ブリュット作品
レンタルアート業務委託

社会福祉法人やまな
み会

1,320,000 令和2年10月2日 令和2年10月5日 令和3年1月31日
アール・ブリュット作品の日本を代表する作家を多く輩出して障がい者芸術を牽引し、国内外の様々な分野か
ら高い評価を受けているため。

第２号

46 委託 社会教育スポーツ課
第３４６号　シンガポールホストタウ
ン記録映像制作業務委託

びわ湖放送株式会社 2,662,000 令和2年10月2日 令和2年10月5日 令和3年1月31日
ホストタウン事業を効果的に県内に情報発信するものであり、県内エリアを網羅し、ＰＲの放送素材となる記
録映像の撮影やシンガポール選手団への応援ビデオレターの制作など一体的な実施が可能なため。

第２号

47 委託 社会教育スポーツ課
第３４７号　オリパラ競技疑似体験業
務委託

富士通株式会社滋賀
支店

770,000 令和2年10月2日 令和2年10月5日 令和3年1月31日
ホストタウンにかかる取り組みを進める自治体に対して専門的な見地から適切な助言を与え、効果的な事業実
施を支援するホストタウンアドバイザーとして登録されている事業者の中で、唯一ＶＲ機器を活用したオリパ
ラ競技を疑似体験できるメニューの提供が可能なため。

第２号

48 委託 社会教育スポーツ課
第３９６号　金の卵プロジェクト事業
業務委託

株式会社日本綜合経
営協会

891,000 令和3年1月7日 令和3年1月8日 令和3年3月10日 招聘するクリエイターの招聘実績があり、唯一業務の履行が可能な者であるため。 第２号

49 物品 管財課 第９１号　サーマルカメラその３購入 有限会社エフェクト 1,540,000 令和3年1月15日 令和3年2月12日 緊急に購入するに際し、本年度同物品の納入実績があり、同製品の確保が可能な者であるため。 第５号

50 物品 学校教育課
第５６号　甲賀市家庭学習用モバイル
ルーター購入

株式会社テレコムス
クエア

4,984,760 令和2年12月10日 令和3年2月15日 プロポーザル方式により選定した者であるため。 第２号


