
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。
平成２２年１０月１日から平成２３年３月３１日までの随意契約
【経済環境部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

産業政策
課

(財)八尾市中小企
業勤労者福祉サー
ビスセンター移行体
制等研究業務

平成23年1月14日
新日本有限責
任監査法人

大阪市北区角田町８
番１号
梅田阪急ビルオフィス
タワー

997,500円

　左記監査法人は本市の行財政改革に精通する
とともに、公益法人支援についても法律・会計の
両面において充実しており、(財)八尾市中小企業
勤労者福祉サービスセンターの移行体制等につ
いての研究業務を行うにあたり、本市が求める高
い内容・精度で実施できるのは左記監査法人以外
にないと考えられることから、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約
とする。

資源循環
課

ごみ袋支援システ
ム等プログラム変
更委託料

平成22年12月13日
扶桑電通株式
会社　関西支
店

大阪府大阪市北区堂
島浜２丁目１番９号

1,008,000円

　当システムは、平成８年度より運用開始している
ものであり、老朽化が進み、頻繁に不具合が生じ
ていることから、早急に改善する必要がある。
　ついては、本システムの保守（保守契約は平成
２０年１月３１日にて終了）を長年行っており、シス
テムの内容を熟知している左記契約先に委託する
ことで円滑なシステム運営が可能であると判断さ
れることから、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定による随意契約とする。

平成２２年度　随意契約の公表（経済環境部）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

資源循環
課

旧埋立処分地跡地
ショベルローダー車
庫補修に係る修繕
料

平成22年12月20日
株式会社　三
栄建設

大阪府八尾西弓削３
丁目１番地

987,000円

　本市では、指定袋の保管先として上尾町の最終
処分地内にある倉庫を使用しているが、雨水が倉
庫内に浸入するなど老朽化が目立ち、また、現状
のスペースでは市民生活を充足させるのに十分と
なる在庫が確保できず、新たな保管スペースを緊
急に確保する必要がある。
　ついては、円滑な指定袋の保管業務に向けて、
現在、環境施設課所管のショベルローダーを保管
している倉庫を当課の新たな倉庫とするために、
同敷地内におけるショベルローダーの駐車スペー
スの地面等の修繕を緊急に行う必要があることか
ら、地方自治法施行令第１６７条の２第1項第５号
により随意契約するものとする。

資源循環
課

ごみ袋保管倉庫内
及びごみ検査場補
修に係る修繕料

平成23年2月1日
株式会社　三
栄建設

大阪府八尾西弓削３
丁目１番地

834,750円

　本市では、指定袋の保管先として上尾町の最終
処分地内にある倉庫を使用しているが、雨水が倉
庫内に浸入するなど老朽化が目立ち、また、現状
のスペースでは市民生活を充足させるのに十分と
なる在庫が確保できず、新たな保管スペースを確
保する必要がある。
　ついては、これまで環境施設課所管のショベル
ローダーを保管していた倉庫を当課倉庫として使
用するとともに、安全かつ円滑な保管を行うため
に床面等の修繕を緊急に行う必要があることか
ら、地方自治法施行令第１６７条の２第1項第５号
により随意契約するものとする。
　また、事業系一般廃棄物収集運搬業許可制度
の運用を支える展開検査場について、検査の円
滑実施に向け、コンクリート壁面の補修等を緊急
に行う必要があることから、地方自治法施行令第
１６７条の２第1項第５号により随意契約するものと
する。
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

資源循環
課

倉庫内回り雨水対
策路盤調整補修に
係る修繕料

平成23年2月21日
株式会社　三
栄建設

大阪府八尾西弓削３
丁目１番地

813,750円

　本市では、指定袋の保管先として上尾町の最終
処分地内にある倉庫を使用しているが、雨水が倉
庫内に浸入するなど老朽化が目立ち、また、現状
のスペースでは市民生活を充足させるのに十分と
なる在庫が確保できないことから、環境施設課の
倉庫を当課の新たな保管スペースとしたところで
ある。
　しかし、新たに確保した倉庫の立地場所につい
ては、雨水排出機能が著しく低いことから、フォー
クリフトをはじめ各種車両の運用がままならず、指
定袋の搬入搬出作業に大きな支障をきたす状況
である。
　よって、今後における指定袋の保管を円滑かつ
安全に遂行するために、地方自治法施行令第１６
７条の２第1項第５号による随意契約を締結し、搬
入搬出時の作業場所となる床面等について緊急
に修繕を行うものである。

環境施設
課

平成22年度八尾市
立衛生処理場受変
電機器取替修繕

平成22年11月1日 日本電検㈱
大阪市中央区高津1-
3-7

1,869,000円

左記業者は当該施設の自家用電気工作物保安
管理業務の受託者であり、点検時において修理
及び取替すべき機器を把握しており、365日稼働
運転している当該施設においては、短時間のうち
に点検と同時に機器の交換を行わなければならな
いため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号該当）

環境施設
課

八尾市立納骨堂の
納骨壇

平成22年11月22日 ㈱日本アルミ
大阪市淀川区三国本
町3-9-39

1,984,500円

左記業者は納骨堂開設時における納骨壇設置入
札の落札業者であり、今回の納骨壇増設にあたり
既存納骨壇との連結による構造の一体化及び色
調の統一化が必要であるため。（地方自治法施行
令第167条の2第１項第6号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

環境施設
課

平成22年度八尾市
立衛生処理場プラ
ント整備

平成22年11月24日
住重環境エン
ジニアリング㈱
大阪支店

大阪市北区中之島2-
3-33

32,550,000円

左記業者は衛生処理場のプラントを建設してお
り、整備するプラントは特殊仕様の部品が多く、ま
た整備後の試運転が必要不可欠であることから、
同社以外では対応が困難であるため。（地方自治
法施行令第167条の2第１項第2号該当）

環境施設
課

八尾市立斎場動物
炉炉内耐火物修繕

平成22年12月8日
高砂炉材工業
㈱

東京都中央区日本橋本
町3-2-13

3,486,000円

火葬業務に支障のないように運転管理との連携・
一体性を考慮した場合、当該火葬炉設備の構造
を熟知しており、火葬炉設備の運転管理及び保守
点検業務を受託している同社でないと運転を中断
せずに修繕することが困難なため。（地方自治法
施行令第167条の2第１項第2号該当）

環境施設
課

八尾市立リサイク
ルセンター機械設
備定期点検保守業
務

平成22年12月8日
極東ｻｰﾋﾞｽｴﾝ
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ西日
本㈱

兵庫県西宮市甲子園
口6-1-45

5,775,000円

本業務は当該施設の運転管理業務と密接不可分
であり、左記業者は当該施設の運転管理業務を
受託しており、構造・設備・制御システム等につい
て熟知し、また当該施設に設置されている処理装
置の運転実績を有しているため。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号該当）

環境施設
課

灯油 平成22年12月28日 ㈱丸藤石油 八尾市佐堂町2-3-12 単価契約

契約検査課があらかじめ入札に準じた見積合わ
せにより単価と購入先を決定しており、それに基
づいて購入しているため。（年間見込額11,025,000
円）（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

環境施設
課

灯油 平成23年1月28日 ㈱丸藤石油 八尾市佐堂町2-3-12 単価契約

契約検査課があらかじめ入札に準じた見積合わ
せにより単価と購入先を決定しており、それに基
づいて購入しているため。（年間見込額11,025,000
円）（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
該当）

環境施設
課

灯油 平成23年1月18日 ㈱高田商会
大阪市東住吉区鷹合
2-9-28

単価契約

契約検査課があらかじめ入札に準じた見積合わ
せにより単価と購入先を決定しており、それに基
づいて購入しているため。（年間見込額11,025,000
円）（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
該当）

環境施設
課

灯油 平成23年2月8日 ㈱高田商会
大阪市東住吉区鷹合
2-9-28

単価契約

契約検査課があらかじめ入札に準じた見積合わ
せにより単価と購入先を決定しており、それに基
づいて購入しているため。（年間見込額11,025,000
円）（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
該当）

環境施設
課

灯油 平成23年2月22日 ㈱丸藤石油 八尾市佐堂町2-3-12 単価契約

契約検査課があらかじめ入札に準じた見積合わ
せにより単価と購入先を決定しており、それに基
づいて購入しているため。（年間見込額11,025,000
円）（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
該当）

環境施設
課

灯油 平成23年3月4日 ㈱高田商会
大阪市東住吉区鷹合
2-9-28

単価契約

契約検査課があらかじめ入札に準じた見積合わ
せにより単価と購入先を決定しており、それに基
づいて購入しているため。（年間見込額11,025,000
円）（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

環境施設
課

灯油 平成23年3月16日 ㈱丸藤石油 八尾市佐堂町2-3-12 単価契約

契約検査課があらかじめ入札に準じた見積合わ
せにより単価と購入先を決定しており、それに基
づいて購入しているため。（年間見込額11,025,000
円）（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
該当）

環境施設
課

八尾市立リサイク
ルセンターコンベヤ
ベルト取替修繕

平成23年1月27日
極東ｻｰﾋﾞｽｴﾝ
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ西日
本㈱

兵庫県西宮市甲子園
口6-1-45

1,578,150円

当該施設での運転管理業務に支障のないように
考慮した場合、当該施設施設の構造・設備・制御
システム等について熟知し、当該施設の運転管理
業務を受託している同社でないと運転を中断せず
に修繕することが困難なため。（地方自治法施行
令第167条の2第１項第2号該当）

環境施設
課

平成22年度八尾市立
衛生処理場フィールド
機器定期点検業務

平成23年2月1日

横河ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝ
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞ
ｽ㈱関西ｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ

堺市堺区甲斐町西3丁
4番15号

1,890,000円

当該機器は横河電機㈱が設計施工したものであ
り、同社もしくは関連会社以外では保守点検が困
難なため。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

環境施設
課

八尾市立衛生処理
場一般廃棄物（汚
泥）処理業務

平成23年2月23日 八光興業㈱
大阪府南河内郡太子
町大字山田1116-25

4,966,500円

左記業者は一般廃棄物処理業許可業者であり、
衛生処理場で発生する汚泥を適正に収集・運搬・
処理する能力を有する業者は、同社に限定される
ため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号該当）

環境施設
課

一般廃棄物最終処
分場浸出水処理設
備機器取替修繕

平成23年3月1日
クボタ環境ｻｰ
ﾋﾞｽ㈱大阪支
社

兵庫県尼崎市浜1-1-1 1,890,000円

当該施設の機器類の修繕については、運転管理
業務と密接な関係があり、また独自の設計・構造
による特殊な機器が多いため、施工業者もしくは
関連会社以外では適切な修繕が困難なため。（地
方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方

の名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

環境施設
課

衝撃破砕機ハン
マーヘッド関係部品

平成23年3月23日
極東ｻｰﾋﾞｽｴﾝ
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ西日
本㈱

兵庫県西宮市甲子園
口6-1-45

3,168,480円

環境施設
課

せん断破砕機部品
（平刃）

平成23年3月23日
極東ｻｰﾋﾞｽｴﾝ
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ西日
本㈱

兵庫県西宮市甲子園
口6-1-45

3,178,560円

環境施設
課

衝撃破砕機ボディ
ライナー関係部品

平成23年3月23日
極東ｻｰﾋﾞｽｴﾝ
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ西日
本㈱

兵庫県西宮市甲子園
口6-1-45

2,203,887円

八尾市立リサイクルセンターの破砕機の消耗部品
については、破砕機の規格に適合しなければなら
ず、適切に破砕機の品質管理を行うためには消
耗部品の規格適合検査が必要なため、破砕機の
構造・規格を熟知している左記業者以外では規格
に適合した消耗部品の調達が困難なため。（地方
自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）
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