平成２８年度 随意契約の公表（経済環境部）
※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２８年４月１日から平成２８年９月３０日までの随意契約
【経済環境部】
担当課

契約締結日

契約の相手方の名称

「八尾市中小企業ブラ
産業政策課 ンド戦略推進事業」委 平成28年4月1日
託業務

公益財団法人 大阪市都
市型産業振興センター

八尾市商業ネットワー
産業政策課 ク化支援事業システム 平成28年4月1日
管理等業務

特定非営利活動法人
八尾市本町五丁目４番16号
八尾情報技術支援倶楽部

「創業支援事業（八尾
産業政策課 あきんど起業塾）」委 平成28年4月1日
託業務

有限会社 協働研究所

産業政策課

契約名称

有害鳥獣捕獲業務委
平成28年4月1日
託契約

アライグマ等危険動物
産業政策課 の捕獲及び運搬に係 平成28年4月1日
る業務委託契約

契約の相手方の住所

契約金額（円）

大阪市大正区泉尾六丁目2番29号

大阪府豊中市庄内西町三丁目19番
21号

節科目

18,621,306

本事業の委託先は、平成27年度にプロポーザル方式により選定した事業者であり、か
つ、当該事業を良好に遂行し、認定企業及びその他支援機関とのネットワークを構築
している当該団体以外にないため。
（地方自治法施行令第167条の２ 第１項第２号該当）

委託料

1,662,930

市内商業者を中心に構成された特定非営利活動法人という特性を活かし、情報収集、
情報発信を行っており、事業を行うために最もふさわしい事業者であると考えられるた
め。
（地方自治法施行令第167条の２ 第１項第２号該当）

委託料

7,685,280

平成26年度、27年度の受託者であり、講座の連続性の確保や過去の受講生との関係
性を保持しているほか、市内商業者や商業団体、不動産業者とのネットワークも有して
おり、事業を行うために最もふさわしい事業者であると考えられるため。
（地方自治法施行令第167条の２ 第１項第２号該当）

委託料

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定等により狩猟免許を所持し、地元
1,030,000 関係者とのネットワークを有する当該団体以外に委託先がないため。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当)

委託料

単価契約
特定外来生物であるアライグマの捕獲及び運搬という高度な専門性を必要とする防疫
(年間見込額） 業務であり、他の自治体との契約実績もある当該団体以外に委託先がないため。
997,000
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当)

委託料

公益社団法人 大阪府猟
八尾市東弓削3丁目64番地
友会新八尾支部

一般社団法人 大阪府ペ
大阪市中央区常盤町2丁目1番15号
ストコントロール協会

随意契約によることとした理由
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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

経営所得安定対策事
産業政策課 業に係る地番現況図 平成28年6月28日
作成業務委託契約

アジア航測株式会社
大阪支店

平成28年度特定計量
器定期検査業務及び
手数料の徴収事務及
産業政策課
平成28年4月1日
び既納手数料の還付
に係る支出事務に関
する委託契約

一般社団法人 大阪府計
大東市新田本町11番37号
量協会

契約金額（円）

大阪市北区天満橋1丁目8番30号

八尾市立中小企業サ
産業政策課 ポートセンター事業業 平成28年4月1日
務委託

京都リサーチパーク株式
会社

京都市下京区中堂寺南町134番地

「ものづくりのまち・八
産業政策課 尾」ブランド化推進事 平成28年4月1日
業業務委託

株式会社帝国データバン
ク堺支店

堺市堺区大町西３－３－１４

節科目

八尾市資産税課がアジア航測㈱に委託して作成している地図情報システムを利用し
637,200 て、対象農地を明示する業務であるため、同社以外にはこの業務を行えないため。
(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当)

委託料

計量法第20条第１項により、特定市の長が行う定期検査等の業務については、特定
市の長はその指定する者（指定定期検査機関）に、定期検査を行わせることができる
1,100,520 と規定されており、現在、大阪府下で指定定期検査機関としての条件を満たす団体
は、一般社団法人大阪府計量協会以外にないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

委託料

本事業者は、中小企業の実態に造詣が深く、市内中小企業を広くサポートするための
各種支援ノウハウを有しており、補助金申請や展示会でのマッチング支援などを通じ
て、数多くの市内企業を支援することにより、市内企業の事情に精通していることに加
え、ものづくり企業の医療分野への参入支援の実績を有し、医療介護機器分野におけ
るシーズの発掘からマッチングまで幅広い支援が期待され、豊富な経験や知識の蓄積
28,420,505 がある。また、本市と「医療機器・介護機器分野参入支援事業」業務委託契約を締結し 委託料
ており、両事業を一体的に実施することが、最も効果的な中小企業支援を実施するこ
とができると考える。また、本市のインキュベーションルーム入居者や創業希望者に対
する効果的な支援、さらに、技術的側面からも中小企業の支援が可能な専門コーディ
ネータを配置するなど、本市の中小企業支援施策を遂行する上で最も適した事業者で
あると考えるため。（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

4,257,792

2 / 9 ページ

随意契約によることとした理由

本システムについては、株式会社帝国データバンクが開発・構築したものであり、同事
業者は市内企業の高い情報収集能力を有することから、市内企業の情報発信に貢献
委託料
するものとして、本事業を委託することが円滑かつ効果的な事業実施に最適であるた
め。（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

担当課

産業政策課

契約名称

契約締結日

「八尾市製造業現場改
平成28年4月1日
善支援事業」業務委託

「医療機器・介護機器
産業政策課 分野参入支援事業」業 平成28年4月1日
務委託

地域就労支援コーディ
労働支援課 ネーター活動推進事 平成28年4月1日
業業務委託

契約の相手方の名称

株式会社フレックス

京都リサーチパーク株式
会社

契約の相手方の住所

契約金額（円）

大阪市北区西天満５丁目１５－１８
実業ビル２Ｆ

京都市下京区中堂寺南町134番地

一般財団法人 八尾市人 八尾市東本町三丁目９番１９号 リバ
権協会
ティ八尾３１２号
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随意契約によることとした理由

節科目

昨年度、地方創生先行型事業としてプロポーザルを実施する際、事業の性格から２年
間継続した実施を想定しており、最優秀提案者である本事業者は、長年培った生産管
理実務経験やコンサルティング経験と業務管理システム構築経験を生かし、製造現場
改善指導・業務改善指導・生産管理教育と製造業を中心とした業務管理システム開発
1,500,000
委託料
を行う企業であることに加え、昨年度、事業を実施する中で、個別企業に対するヒアリ
ングを実施するなど、企業の状況に応じた実践的な改善指導を行ってきた実績から、
参画企業の事情に精通しており、今年度もより効果的かつ円滑な支援が可能となるた
め。（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

本事業者は、中小企業の実態に造詣が深く、市内中小企業を広くサポートするための
各種支援ノウハウを有しており、本市中小企業サポートセンター事業の受託者である
ことから、これまで数多くの市内事業者の支援を通じて、市内事業者の事情に精通し
ており、本事業については、ものづくり企業の医療・介護分野への進出という点からも、
中小企業サポートセンター事業とは不可分であり、これまでの中小企業サポートセン
6,852,120 ター事業での実績のみならず、ものづくりの視点から再生医療分野の産業化を支援す 委託料
る仕組み（再生医療サポートプラットフォーム）を立上げていることからも、企業の医療
分野への参入支援の実績を有し、関係各機関との連携やセミナーの開催を通じて、医
療介護機器分野におけるシーズの発掘からマッチングまで幅広い支援が期待される
本事業者が最も適していると考えるため。（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
２号該当）

本事業の支援対象者は、様々な課題を抱える就労困難者等であり、支援を行うには、
専門的知識や相談のノウハウを持つ支援員が不可欠であり、大阪府が実施する市町
村就職困難者就労支援担当職員養成講座（就労支援コーディネーター養成講座）の
修了者又は修了見込み者を選任することとしている。
当該団体はそのような専門的知識や相談・就労支援のノウハウを持った支援員を確保
7,917,000
している数少ない団体であるとともに、第2次地域就労支援基本計画において就労困
難者等と規定されている外国人市民や障がい者、母子家庭などの当事者団体が多く
属しており、そのネットワークを活用することで、当事者の視点に立ったきめ細かい支
援が提供できるもので、本業務を委託するのに最も適しているため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当）

委託料

担当課

労働支援課

契約名称

契約締結日

就労・生活相談事業業
平成28年4月1日
務委託

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

契約金額（円）

一般財団法人 八尾市人 八尾市東本町三丁目９番１９号 リバ
権協会
ティ八尾３１２号

労働支援課

八尾市パーソナル・サ
平成28年4月1日
ポート事業業務委託

特定非営利活動法人 就
労・生活・まちづくり支援機 八尾市南本町７丁目６番２３号
構

労働支援課

「八尾市無料職業紹介
所 求人・求職管理シ
平成28年4月1日
ステム」運用保守業務
委託

シャープビジネスソリュー
ション株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号
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随意契約によることとした理由

本業務の支援対象者は、就労をはじめとする様々な生活上の課題を抱える市民であ
り、専門的知識や相談のノウハウを持つ相談員が不可欠である。当該団体は、様々な
課題を有する人々の自立に向けた支援を市民活動の中で積極的に提供してきた実績
があるとともに、生活上の課題解決のために必要な専門的知識や相談・就労支援のノ
24,690,000 ウハウを持った相談員を確保している団体であり、生活上の課題を抱える市民を支援
する関係機関・団体等が多く属しており、そのネットワークを活用することで、、当事者
の視点に立ったきめ細かい支援が提供できるもので、本業務を委託するのに最も適し
ているため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当）

本業務については、平成２４年度に国のモデル事業として事業実施する際に、プロ
ポーザル方式により、本事業の趣旨をよく理解し、専門的知識やノウハウを有している
ほか、企画提案力や金額等について総合的に優れており、委託にあたり最もふさわし
い受託者を選定したが、当該団体はその受託者である。
本業務の支援対象者は、自立を希望しながら、その実現を阻害する様々な問題を抱え
31,059,000 る市民であり、専門的知識や相談のノウハウを持つ相談員が不可欠であるが当該団
体は、実績・成果をあげているほか、支援対象者との信頼関係を維持しており、引き続
き相談業務を継続することは支援対象者を自立に導くために非常に重要であり、本業
務を委託するのに最も適しているため。
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当）

当該システムは同社が製作したものであり、同社でなければ迅速な保守サービスおよ
540,000 びソフトサポートサービスが困難であるため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

節科目

委託料

委託料

委託料

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

節科目

株式会社 総合計画機構 大阪市中央区谷町2丁目2番22号

当該事業は、女性活躍推進会議において、女性の職業生活における活躍を推進する
ための取り組みについて検討を進めることを目的としており、本業務を効果的に実施
するためには、平成２７年度に実施した「女性の職業生活における活躍推進事業」にお
いて把握した女性活躍に向けた課題や対応策など整理・分析し、これらを基礎に事業
を実施する必要があります。
2,300,400 当該事業者は、平成２７年度においてプロポーザル方式により、「女性の職業生活に
おける活躍推進事業」の契約の相手方として選定され、当該事業を良好に遂行してお
り、また、平成２７年度女性の職業生活における活躍推進会議において出された意見
等や検討内容をすべて把握しているほか、本業務においても、効率的かつ効果的に業
務を遂行することが見込まれ、競争入札には適さないものであると判断されるため。
（地方自治法施行令第167条の２ 第１項第２号該当）

委託料

「平成２８年度八尾市
労働支援課 女性の労働事情調査」 平成28年4月1日
委託業務

株式会社 総合計画機構 大阪市中央区谷町2丁目2番22号

当該業務の目的は、女性活躍推進会議において、女性の職業生活における活躍を推
進するための取り組み検討の際の基礎資料とすることであり、本調査業務を効果的な
調査とするためには、平成27年度に実施した「女性の職業生活における活躍推進事
業」との連続性を確保することが不可欠であり、事業の受託者としては、そのような連
続性を確保できる必要がある。
2,451,600 当該事業者は、平成27年度においてプロポーザル方式により、「女性の職業生活にお
ける活躍推進事業」の契約の相手方として選定され、当該事業を実施し、当該事業を
良好に遂行し、平成27年度の検討内容をすべて把握し、分析の視点等を共有してお
り、本業務において、効率的かつ効果的な業務遂行が見込まれ、競争入札には適さな
いものであると判断されるため。
（地方自治法施行令第167条の２ 第１項第２号該当）

委託料

八尾市環境美化に必
環境保全課 要な施策の実施等業
務委託契約

平成28年4月1日

八尾をきれいにする運動
推進本部

八尾市高美町五丁目２番２号

1,665,000

市と市民、事業者等が一体となって、快適で美しいまちづくりを促進し、良好な都市環
境の増進を図ることを目的に実施する事業の委託先を八尾市生活環境美化事業委託
要綱により、同団体と定めたことによる。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

委託料

八尾市粗大ごみ収集
予約受付業務委託

平成28年4月1日

日本電気株式会社

大阪市中央区城見１丁目４番２４号

11,296,908

平成２４年度に、「八尾市粗大ごみ受付システム構築業務業者選定参加要領」に基づ
き公募を行い、仕様書や技術回答書等で本市のもとめている要件を満たしている３社
を指名し、見積もり合わせを行った結果、同社と契約。本年度も引き続き同社と契約を
行うもの。（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当）

委託料

「女性の職業生活にお
労働支援課 ける活躍推進事業」業 平成28年4月1日
務委託

環境事業課
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担当課

契約名称

契約締結日

PETボトル及び容器包
環境施設課 装プラスチックに係る 平成28年4月1日
再商品化業務

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

単価契約
当該業務は法令の要請により分別基準適合物の引渡し及び再商品化委託先が左記
（年間見込額） 業者（指定法人）になっているため。
611,100
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

公益財団法人 日本容器
東京都港区虎ノ門1-14-1
包装リサイクル協会

節科目

委託料

環境施設課

八尾市立リサイクルセ
平成28年4月1日
ンター運転管理業務

極東サービスエンジニアリ
東京都品川区東品川3-15-10
ング株式会社

当施設は、極東開発工業㈱が設計施工したもので、特殊プラント施設であり、同社もし
152,585,208 くは関連会社以外では運転管理が困難であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

委託料

環境施設課

し尿汲取及び手数料
徴収業務

平成28年4月1日

公益財団法人 八尾市清
八尾市本町1-1-1
協公社

し尿の定期収集の安定化及び市民サービスの向上を図るため八尾市が全額出資して
274,026,240 設立した財団法人であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

委託料

平成28年8月24日

大阪府和泉市テクノステージ２丁目３
株式会社クリーンステージ
番３０号

左記業者は近畿圏で唯一、K．Kサーモセレクトガス化改質・溶融施設を保有しており、
単価契約
中身（ガス等）の残る簡易ガスボンベ・スプレー缶の再資源化が可能であり、通常再資
（年間見込額） 源化が困難な廃棄物をダイオキシン類等を発生させることなく、清浄度の高い可燃性
2,973,300
ガスに変換し、発電燃料として利用する特殊技術及び設備を有しているため。（地方自
治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

委託料

簡易ガスボンベ・スプ
環境施設課 レー缶の処分及び再
資源化業務
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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

八尾市ＪＲ久宝寺駅前
環境施設課 及び常光寺門前公衆 平成28年4月1日
便所清掃業務

公益社団法人 八尾市シ
ルバー人材センター

八尾市宮町1-10-32

八尾市近鉄八尾駅高
環境施設課 架下公衆便所清掃業 平成28年4月1日
務

近鉄ビルサービス株式会
社

大阪市中央区難波2-2-3

八尾市立斎場自動扉
環境施設課 開閉装置保守点検業 平成28年4月1日
務

ナブコドア株式会社
東大阪営業所

東大阪市御厨南3-6-7

契約金額（円）

随意契約によることとした理由

節科目

単価契約
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第2項に規定するシルバー人材セン
（年間見込額） ターとの契約であるため。
1,354,320
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当）

委託料

左記業者は近鉄八尾駅高架下構造物の全般管理を業務とし、同所に入居する他施設
の清掃も一括して請負っており、災害・トラブル等に対しても迅速な対応が可能である
ため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第6号該当）

委託料

1,944,000

当該装置は同社が製作及び設置した装置であり、同社でないと保守点検が困難であ
839,808 るため。
（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

委託料

委託料

環境施設課

八尾市立斎場火葬炉
設備運転管理及び火
平成28年4月1日
葬炉設備保守点検業
務

高砂炉材工業株式会社

東京都中央区日本橋本町3-2-13

当該設備を製作及び設置した会社が倒産したため習熟した技術をもつ元社員がいる
16,433,280 高砂炉材工業㈱でないと火葬炉設備の運転管理及び保守点検が困難であるため。
（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

八尾市立斎場火葬炉
平成28年5月31日
及びその他設備修繕

高砂炉材工業株式会社

東京都中央区日本橋本町3-2-13

23,662,800

火葬業務に支障のないよう火葬炉運転管理と一体的に実施することが必要であり、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委
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）

需用費

環境施設課

八尾市立久宝寺墓地
平成27年4月1日
管理及び清掃業務

久宝寺墓地管理委員会

八尾市北久宝寺3-1-20

1,503,360

当該委員会は地元墓地使用者による委員会であり、久宝寺墓地が八尾市に移管され
るまでは共同墓地として地元が管理していた経過があり、祖先崇拝及び慣習の観点か
ら当該委員会に委託するのが適しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

委託料
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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

節科目

環境施設課

八尾市立安中墓地管
平成28年4月1日
理及び清掃業務

安中地区墓地使用者組合 八尾市南本町8-1-21

当該組合は地元墓地使用者による組合であり、祖先崇拝及び慣習並びに共有意識に
1,464,480 よる安中墓地維持の観点から当該組合に委託するのが適しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

委託料

環境施設課

八尾市立西郡新墓地
平成28年4月1日
管理及び清掃業務

八尾市人権かつら地域協
八尾市桂町2-37
議会

当該協議会は地元住民による団体であり、祖先崇拝及び慣習の観点から当該事業団
1,464,480 に委託するのが適しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

委託料

環境施設課

八尾市立龍華墓地管
平成28年4月1日
理及び清掃業務

公益社団法人 八尾市シ
ルバー人材センター

八尾市宮町1-10-32

単価契約
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第2項に規定するシルバー人材セン
（年間見込額） ターとの契約であるため。
1,446,120
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当）

委託料

環境施設課

八尾市立衛生処理場
平成28年4月1日
構内管理業務

公益社団法人 八尾市シ
ルバー人材センター

八尾市宮町1-10-32

単価契約
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第2項に規定するシルバー人材セン
（年間見込額） ターとの契約であるため。
852,840
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当）

委託料

大栄環境株式会社

和泉市テクノステージ2-3-28
単価契約
一般廃棄物収集運搬処分業の許可を持ち、焼却灰（飛灰含む）と汚泥をともに再資源
（年間見込額） 化することができるのは、近隣では左記業者に限定されるため。
1,429,000
（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

委託料

当該設備には㈱明電舎が製造した特殊な機器が使用されており、同社もしくは関連会
864,000 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）

委託料

八尾市立衛生処理場
環境施設課 一般廃棄物（焼却灰・ 平成28年4月1日
汚泥）処理業務
三重中央開発株式会社

八尾市立衛生処理場
環境施設課 自家（非常）用発電機 平成28年4月1日
設備保守点検業務

三重県伊賀市予野字鉢屋4713

株式会社明電エンジニアリ
兵庫県尼崎市西長洲町1-1-1
ング 関西支社
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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

節科目

当該設備は左記業者が設計施工したもので、同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）

委託料

当処理場のプラントは住友重機械工業㈱が設計施工したもので、特殊な機器が多く、
38,772,000 同社もしくは関連会社以外では運転管理が困難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

委託料

八尾市立衛生処理場
環境施設課 エレベータ保守点検業 平成28年4月1日
務

日本オーチス・エレベータ
大阪市中央区城見2-1-61
株式会社 西日本支社

環境施設課

八尾市立衛生処理場
平成28年4月1日
運転管理業務

住重環境エンジニアリング
大阪市北区中之島2-3-33
株式会社 大阪支店

環境施設課

八尾市立衛生処理場
平成28年8月9日
前処理プラント修繕

山田工業株式会社

大阪市中央区日本橋1-17-17

3,726,000

当該装置は同社が製作した装置であり、同社でないと修繕が困難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

需用費

環境施設課

八尾市立衛生処理場
平成28年6月1日
破砕機修繕

サンテック株式会社

和泉市池田下町1883-1

2,678,400

当該装置は特殊機器で、修繕にあたっては専門的な知識と高度な技術を要するもの
で、当該機器メーカーの指定を受けた直営代理店である左記業者でなければ実施が
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）

需用費

環境施設課

八尾市一般廃棄物最
平成28年4月1日
終処分場清掃業務

公益社団法人八尾市シル
八尾市宮町1-10-32
バー人材センター

八尾市一般廃棄物最
環境施設課 終処分場浸出水処理 平成28年4月1日
施設運転管理業務

クボタ環境サービス株式
会社 大阪支社

691,545

単価契約
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第41条第2項に規定するシルバー人材セン
（年間見込額） ターとの契約であるため。
952,956
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当）

委託料

当該施設は㈱クボタが製作・設置したものであり、同社もしくは関連会社以外では運転
2,008,800 管理が困難なため。
（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

委託料

兵庫県尼崎市浜1-1-1
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