西 条 市 特 命 随 意 契 約 公 表 一 覧 （調査表）
№

1

2

予算所管課

政策企画課

政策企画課

契約の名称
（業務名）

契約相手方の名称
及び所在地

契約内容

自

至

西条市SDGｓ未来都市地域推進体制構築委 株式会社西条産業情報支援センター
託業務
西条市神拝甲150番地1

市民総参加でSDGsの推進を図るため、
「（仮称）西条市SDGs推進協議会」（以下
「協議会」という。）を設立し、公民連携による
SDGs推進プラットフォーム体制を構築する。
また、企業・団体・個人等のSDGｓ推進に係
る機運醸成を図るため、協議会において
SDGsプロモーション戦略を立案し、展開す
る。

R3.10.1

R3.10.1

R4.3.31

13,065,152

西条市自治体サービスプラットフォーム地域 株式会社西条産業情報支援センター
相談窓口開設委託業務
西条市神拝甲150番地1

令和3年度に構築する自治体サービスプ
ラットフォームについて、企業・団体・個人事
業主（以下「企業等」という。）からの相談を
受付ける地域窓口拠点を開設する。同拠点
では、利用者や企業等に対する自治体サー
ビスプラットフォームの運用に係る相談のみ
ならず、イレギュラー事項が生じた場合にお
ける対応、企業等におけるＬＯＶＥ ＳＡＩＪＯポ
イントの換金に係る事務等を行う。

R3.12.20

R3.12.20

R4.3.31

自治体サービスプラットフォーム地域相談窓口開設委託業務に係
5,777,549 るプロポーザル選定委員会において審査し、提案書を特定したこ 第2号
とによる。

3

危機管理課

西危業第1号 高潮・土砂災害ハザードマッ
読売センター伊予西条
プ広報紙折込業務

4

ICT推進課

SDGsingメーター開発業務

NTTビジネスソリューションズ株式会社 愛
媛ビジネス営業部
愛媛県松山市一番町四丁目３番地

5

6

社会福祉課

社会福祉課

（令和３年１０月～令和４年３月契約分）
契 約
締結日

住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給
事業業務補助委託業務（事務処理業務）

アビリティーセンター（株）
代表取締役社長 三好輝和

新居浜市坂井町2丁目3番17号
新居浜テレコムプラザ7F
アビリティーセンター（株）
住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給 代表取締役社長 三好輝和
事業業務補助委託業務（窓口・電話対応業
務）
新居浜市坂井町2丁目3番17号
新居浜テレコムプラザ7F

7

NTTビジネスソリューションズ
健康医療推進 新型コロナウイルスワクチン接種予約システ 株式会社
課
ム使用業務
松山市一番町4丁目3番地

8

健康医療推進 新型コロナウイルスワクチン接種にかかる
課
コールセンター（一般相談）委託業務

9

株式会社NTTマーケティングアクト
健康医療推進 新型コロナウイルスワクチン接種にかかる
課
コールセンター（接種予約受付等）委託業務 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番
82号

10

健康医療推進 新型コロナウイルスワクチン接種事業事務補
課
助業務委託

契約期間

高潮・土砂災害ハザードマップ広報紙折込

R4.3.11

R4.3.11

R4.3.31

個人や団体のSDGsの貢献度を可視化し
「環境」「社会」「経済」３側面のバランスを保
つとともに、「ヒト」と「活動」の好循環を具現
化するための「SDGsingメーター」を構築す
る。

R3.9.22

R3.9.22

R4.3.31

1 申請書受付（郵送）、整理
2 申請書審査及びデータ入力業務
3 その他本件事業に係る事務

R4.2.24

R4.3.8

R4.5.31

1 窓口・電話対応業務
2 その他本件事業に係る事務

R4.2.24

R4.3.8

R4.9.7

新型コロナウイルスワクチン接種にかかる接
種予約システムを使用するための導入業務

R3.10.1

R3.10.1

R4.3.31

新型コロナワクチン接種に関する相談受付

R3.10.1

R3.10.1

R4.3.31

新型コロナワクチン接種に関する予約受付

R3.10.1

R3.10.1

R4.3.31

データ入力作業等に係る事務補助

R3.10.1

R3.10.1

R4.3.31

株式会社NTTマーケティングアクト
大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番
82号

アビリティーセンター株式会社
新居浜オフィス
新居浜市坂井町2丁目3番17号 新居浜テ
レコムプラザ7F

1/3

契約金額
(単位：円）

随意契約の理由

SDGs未来都市地域推進体制構築委託業務に係るプロポーザル
選定委員会において審査し、提案書を特定したことによる。

読売センターいよ西条は、本市と令和5年度まで広報紙配布等委
託業務契約を締結しており、広報紙へ議会だより及び公民館だよ
りを折込んだうえ、市内全域（一部の地域を除く）の全戸配布まで
一括対応している業者である。
1,089,295
今回の高潮・土砂災害ハザードマップについては、本市の広報
紙に折込を行い、広報紙とまとめて配布を行う。したがって、当該
業者と契約することが必要である。

6,490,000

適用
条項

備 考

第2号

第2号

SDGsingメーター開発業務に係るプロポーザル選定委員会におい
第2号
て提案書を選定し、市長が特定したことによる。

本業務は、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として
派遣基準単価：1人 実施される給付事業に際し、円滑な業務遂行のため、労働派遣に
総額2,639,340円の範
当たり時間単価 より事務の補助的な作業を行うものである。
第5号
囲内
1,720円 本事業の特色をふまえ、緊急の必要により競争入札に付すること
ができないため、随意契約を締結するものである。
本業務は、住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として
派遣基準単価：1人 実施される給付事業に際し、円滑な業務遂行のため、労働派遣に
総額4,285,347円の範
当たり時間単価 より窓口・電話応対業務を行うものである。
第5号
囲内
1,770円 本事業の特色をふまえ、緊急の必要により競争入札に付すること
ができないため、随意契約を締結するものである。
同社とは、令和3年4月1日より当初の契約を結び、予約システムを
導入しているところであり、予約受付を行うコールセンターにおい
1,636,800 ても同社のグループ会社が受託しており、効率的かつ継続的に予 第6号
約受付を継続して実施できることから1者からの見積り及び随意契
約とすることが適当と認めるため。
同社とは、令和3年3月1日より当初の契約を結び、コールセンター
において相談受付を実施しているが、コールセンターにおける予
32,686,500 約受付業務も同社が受託しており、効率的かつ継続的に業務を実 第6号
施できることから1者からの見積り及び随意契約とすることが適当と
認めるため。
同社とは、令和3年4月1日より当初の契約を結び、コールセンター
において予約受付を実施しているが、コールセンターにおける相
46,574,000 談受付業務も同社が受託しており、効率的かつ継続的に業務を実 第6号
施できることから1者からの見積り及び随意契約とすることが適当と
認めるため。
・管理者1人当たり
時間単価1,720円
（平日：月～金）
同社とは、令和3年4月1日より当初の契約を結び、データ入力作
・スタッフ1人当たり 業等に係る事務補助を実施しているが、本市における同種の事務
総額（見込）
時間単価1,534円 補助等の実績も十分であるため、効率的かつ継続的に業務を実
第6号
15,677,464円
（平日：月～金）
施できることから1者からの見積り及び随意契約とすることが適当と
・スタッフ1人当たり 認めるため。
時間単価2,070円
（休日：土・日）

西 条 市 特 命 随 意 契 約 公 表 一 覧 （調査表）
№

11

12

13

14

15

予算所管課

健康医療推進 西条市新型コロナウイルスワクチン集団接種
課
体制構築委託業務（10月～実施分）

市民生活課

衛生課

17

下水道工務課

19

20

契約相手方の名称
及び所在地

（令和３年１０月～令和４年３月契約分）
契 約
締結日

契約内容

戸籍副本情報送信対応委託業務
令和3年度
西条市指定ごみ袋配送
委託業務
令和3年度西条市公共下水道船屋ポンプ場
の実施設計の作成委託に関する協定その２

令和3年度西条市公共下水道根幹的施設
下水道工務課 （西条浄化センター）の建設工事委託に関
する協定
下水道工務課

林業振興課

公下維委単西第18号
伏越し管渠等清掃委託業務

森林経営管理制度委託業務

契約期間
自

至

株式会社キョードーマネージメントシステム
ズ

新型コロナウイルスワクチン接種にかかる集
団接種の実施
大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島
フェスティバルタワー3F
一般社団法人西条市医師会
新型コロナウイルスワクチン接種にかかる接
健康医療推進 新型コロナウイルスワクチン接種体制構築・
種体制構築及び専門的知見に基づく助言・
課
円滑化支援委託業務
西条市大町828番地2
支援等
株式会社キョードーマネージメントシステム
ズ
健康医療推進 西条市新型コロナウイルスワクチン集団接種
新型コロナウイルスワクチン接種にかかる集
課
体制構築委託業務（12月～実施分）
団接種の実施
大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島
フェスティバルタワー3F
株式会社キョードーマネージメントシステム
ズ
健康医療推進 西条市新型コロナウイルスワクチン集団接種
新型コロナウイルスワクチン接種にかかる集
課
体制構築委託業務（令和4年2月～実施分）
団接種の実施
大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島
フェスティバルタワー3F

16

18

契約の名称
（業務名）

契約金額
(単位：円）

随意契約の理由

適用
条項

西条市新型コロナウイルスワクチン集団接種体制構築委託業務に
係るプロポーザル選定委員会において提案書を審査して同社を
53,350,000
第6号
特定。事業の継続性の点から、同社以外の対応は困難であるた
め。

R3.10.1

R3.10.1

R3.11.30

R3.10.1

R3.10.1

R4.3.31

R3.12.1

R3.12.1

R4.1.31

16,500,000

西条市新型コロナウイルスワクチン集団接種体制構築委託業務に
係るプロポーザル選定委員会において提案書を審査して同社を
第6号
特定。事業の継続性の点から、同社以外の対応は困難であるた
め。

R4.2.1

R4.2.1

R4.3.31

100,650,000

西条市新型コロナウイルスワクチン集団接種体制構築委託業務に
係るプロポーザル選定委員会において提案書を審査して同社を
第6号
特定。事業の継続性の点から、同社以外の対応は困難であるた
め。

新型コロナワクチンの接種について、専門的知見から助言及び支
1,449,888 援等を図る必要があり、西条市医師会以外では対応できないた
め。

第2号

（株）愛媛電算
松山市大手町一丁目１１番地７

戸籍副本情報全件送信

R3.10.27

R3.10.27

R4.2.28

2,374,900

当該システムをすでに導入、運用している受託業者でないと実施
できないため

㈱イナミコーポレーション
西条市ひうち6番地12

新年度分として準備したごみ袋について、
市の発注分すべての袋を受け取り保管し、
指定日に自治会及び管理者に直接納品す
るもの。

R4.1.28

R4.1.28

R4.3.31

3,997,400

自社での配布物一時保管が可能で、期間内の配布体制の構築が
第2号
可能な者は契約者以外にはないため。

船屋ポンプ場
耐震・耐津波実施設計委託

R4.3.24

R4.3.24

R5.1.31

16,000,000

西条浄化センター
管理施設、汚泥消化施設の建設工事委託

R4.3.24

R4.3.24

R5.2.28

39,272,000

西条市が管理する汚水管渠施設の伏越し
部の清掃

R3.11.30

R3.12.1

R4.2.16

2,640,000

日本下水道事業団
東京都文京区湯島二丁目31番27号
日本下水道事業団
東京都文京区湯島二丁目31番27号
西条環境整備㈱
西条市樋之口452番地8

いしづち森林組合
西条市大町1211番地

森林経営管理法に基づく森林経営管理制
度において、森林経営管理意向調査、経営
管理集積計画（案）の作成、権利者からの同
意取得に関する業務の実施

R3.12.10

2/3

R3.12.10

R4.3.25

下水道法第22条に規定する、資格を有する経験豊かな技術職員
を多数保有し、下水道技術者を十分確保できない地方公共団体
を支援するために設立された唯一の法人であるため。
下水道法第22条に規定する、資格を有する経験豊かな技術職員
を多数保有し、下水道技術者を十分確保できない地方公共団体
を支援するために設立された唯一の法人であるため。

第2号

第2号

第2号

下水道管渠伏越し部及びの清掃は、合特法の趣旨に基づく転換
業務であり、廃掃法の許可業者（し尿）で、且つ下水道法第22条の
第2号
資格を有する非常緊急時に対応可能な業者は西条処理区内では
西条環境整備㈱一者しかいないため。

本委託業務は、森林経営管理制度の開始を受け、主としてこれま
で未整備で放置されていた森林について、所有者からの意向調査
の取りまとめ、現地調査による森林整備エリアの設定、調査を踏ま
えた施業内容の提案、経営管理権集積計画（案）の作成、森林整
備の計画に対する権利者からの同意取得等を行うものである。
当該業務は、森林に係る専門知識、技術、ノウハウのほか、地域の
森林環境に精通していること等が必要となることから、本業務を的
確に遂行する上で、以下の点をすべて満たすことが求められる。
①地形が急峻な本市の山林において、現地踏査等の業務を確
実に行うためには、本市の森林環境（地形状況、植栽、森林所有
者境界 等）を熟知している必要がある。
②本委託業務における現地調査については調査範囲が広大に
なることから、森林現地調査に際し専門的な技術等を持っている作
業員を多く確保する必要があり、そのためには一定規模の専任の
3,851,000
第2号
調査・測量班を備えている必要がある。
③権利者からの同意を取得する業務においては、森林に関する
整備・管理に係る説明が求められることから、業務の確実な遂行の
ためには、森林経営計画等で日常から森林所有者への森林経営
の提案を業務として行うなど、森林施業のプランナーとしてのノウ
ハウを有している必要がある。
いしづち森林組合は、市内全域を施業区域とする森林組合であ
り、森林整備の施業をはじめ、林道・作業道の開設や所有者への
森林経営の提案など、森林に関する広範にわたる専門知識・技
術・ノウハウを持ち、これまでも地域の森林の管理を担ってきた団
体である。
上記条件をすべて満たす業者は、いしづち森林組合が唯一であ
り、当該団体へ委託する以外に本業務を完遂することができない。

備 考

西 条 市 特 命 随 意 契 約 公 表 一 覧 （調査表）
№

21

22

予算所管課

建設道路課

教育総務課

契約の名称
（業務名）

西建災委単第1号
市道楠窪線災害復旧に伴う測量設計委託
業務

（仮称）西条市東部給食センター事業方式
選定委託業務

契約相手方の名称
及び所在地

（令和３年１０月～令和４年３月契約分）
契 約
締結日

契約内容

株式会社 西条設計コンサルタント
西条市古川甲148番地43

測量業務
設計業務
地質調査業務

株式会社 長大 松山事務所
愛媛県松山市三番町七丁目13番地13

（仮称）西条市東部給食センターの整備・運
営を実施するに当たり、「西条市学校給食基
本構想」及び「西条市学校給食施設整備基
本計画」を踏まえ、基本計画の詳細検討を
行い、官民連携手法を含めた最適な事業方
式等を検討するための調査及び検討を行
う。

R3.10.8

契約期間
自

R3.10.11

至

R4.1.22

契約金額
(単位：円）

随意契約の理由

適用
条項

令和3年９月17日、西条市へ接近した台風14号の影響により、市
道楠窪線において、道路路側が崩壊した。被災による集落の孤立
等は無いものの、現在通行止めとなっており一刻も早い災害復旧
が求められる。
株式会社西条設計コンサルタントは、過去、市道楠窪線災害復
旧に伴う測量設計委託業務において、該当箇所付近の道路測量
2,480,000
第5号
設計を実施しており、現場状況や地盤特性、地形を十分に把握し
ている。併せて、これまでの測量設計に関する豊富な蓄積データ
や技術を保有しており、これらを今回の検討に利活用することで、
最も短期間に効果的な対策工法を選定することが可能となると考
えられる。ゆえに、株式会社西条設計コンサルタントと随意契約す
ることが最も有利である。
公募型プロポーザル方式による随意契約

R3.11.25

3/3

R3.11.25

R4.7.31

10,153,000

学校給食の認知度や他自治体等における同様の業務等での実績
第2号
を重視したいと考えており、価格だけでの競争にはなじまないと判
断されることから、委託業者の選定については、複数の専門業者
の企画提案競争による公募型プロポーザル方式で実施した。

備 考

