案件№

契約担当
課

新型コロ
ナウイル
216 スワクチ
ン接種実
施本部

契約名称

契約内容

新型コロナウイルスワ
新型コロナウイルスワクチン接種記録シス
クチン接種記録システ
テムに対応するため、以下のシステム改修
ム対応に伴うシステム
及びデータ連携業務を委託するもの
改修等業務委託

GIGAスクール構想など教育のICT化に伴い、
通信ネットワークの安定性が必要となるこ
学校教育 半田市小中学校ネット
207
とから、市内小中学校校内での安定稼働及
課
ワーク保守業務委託
び障害時早期対応のためのネットワーク全
体の保守委託を実施するもの

新型コロナウイルスワクチンの接種を広く
新型コロナウイルスワ
迅速に接種を受けることができることを目
保健セン クチン接種予約受付等
205
的とし、接種予約に係る受付事務を円滑か
ター
業務委託に係る長期継
つ効率的に運用できるよう以下の事務を委
続事業
託するもの

204

着手日

R3.3.13

R3.3.1

R3.1.30

完了日

R3.9.30

R8.3.31

R3.4.30

契約の相手方

西日本電信電話
（株）名古屋支店

（株）内田洋行
営業本部 教育Ｉ
ＣＴ事業部

各学校のネットワーク（校務ネットワーク及
びGIGAスクール用ネットワーク）の通信障害
等が生じた場合に即時対応可能な業者とし
て、その導入・構築に携わった契約相手先で
32,670,000円
あり、本事業を唯一実施可能な記載の業者を
地方自治法施行令第１６７条の２（随意契
約）第１項第２号の規定に該当するものとし
て選定。

（株）エヌ・
ティ・ティマーケ
ティングアクト
東海支店

R3.1.30

R3.3.31

西日本電信電話
（株）名古屋支店

既存の図書館システムと連携した電子図書
館サービスにおいて、検索・貸出・返却・
予約・貸出延長が可能な電子書籍を初期導
入分として約３，０００冊購入するもの

R3.1.30

R3.2.28

（株）図書館流通
センター

202 図書館

電子書籍の購入

半田市立図書館において、インターネット
電子図書館サービス導 経由で電子書籍の貸出・予約ができる非来
入に係る図書館システ 館型の電子図書館サービスを導入するため
ム改修業務委託
に、図書館システムの機能拡張改修を実施
するもの

本業務は、市民の普段のくらしの足を確保
半田市コミュニティバ するため、利便性の高いバス交通の実現を
防災交通
331
ス地区路線Ａ「ごんく 目的に、地区路線Ａ「ごんくる」３線（亀
課
る」運行業務委託
崎・有脇線、半田中央線、青山・成岩線）
の運行を委託するもの

令和３年度報酬改定等 令和３年４月に施行される障がい福祉サー
地域福祉 に伴う障がい者自立支 ビス等報酬改定等に対応するため、既存の
329
課
援給付審査支払等シス 障がい者自立支援給付審査支払等システム
テム改修業務委託
の改修を委託するもの

R3.1.30

R3.3.26

R3.2.26

R3.2.28

R4.3.31

R3.3.31

随意契約理由

本事業は、国が用意する「新型コロナウイル
スワクチン接種記録システム」に対応するた
め、現在運用中の健康管理システム、総合行
政システム、予約管理システムの改修及び関
連するシステムとのデータ連携・運用を委託
20,790,000円
するものであるため、第３次情報システム最
適化事業の契約相手先であり、本事業を唯一
実施可能な記載の業者を地方自治法施行令第
１６７条の２（随意契約）第１項第２号の規
定に該当するものとして選定。

新型コロナウイルスワ 新型コロナウイルスワクチン接種事業を迅
保健セン
クチン接種クーポン券 速に開始するため、クーポン券発送に係る
ター
帳票作成等業務委託
必要な関連帳票等の作成を委託するもの

203 図書館

契約金額

西日本電信電話
（株）名古屋支店

本事業は、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝの接種準備体制
を早期に整え、円滑かつ効率的に運用する必
要があることから、電話予約受付業務及び問
い合わせ応対業務（ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務）及びWeb予
約受付ｻｰﾋﾞｽの提供業務を包括委託するもの
である。このため、競争入札の方法による手
続きをとっていたのでは、その時期を失し、
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種体制確保事業の「接種
13,387,000円
のために必要な体制を、実際の接種より前に
着実に整備する」という目的を達成すること
ができなくなることから、厚生労働省が提示
する期日までに接種準備体制を整えられる記
載の業者を地方自治法施行令第１６７条の２
（随意契約）第１項第５号の規定に該当する
ものとして選定。
本事業は、新型コロナウイルスワクチン接種
に係るクーポン券等の帳票作成・印刷業務を
委託するものであり、現在運用中の健康かる
てシステムの機能を利用して作成する必要が
10,727,750円 あることから、第３次半田市情報システム最
適化事業の契約相手先であり、本事業を唯一
実施可能な記載の業者を地方自治法施行令第
１６７条の２（随意契約）第１項第２号の規
定に該当するものとして選定。
新規導入する電子図書館サービスは、（株）
図書館流通センターが展開するプラット
フォームを利用するものであり、当該サービ
スでは、同社が取り扱う電子書籍のみが運用
11,219,920円 可能であるため、本事業を唯一実施可能な記
載の業者を地方自治体施行令第１６７条の２
（随意契約）第１項第２号の規定に該当する
ものとして選定。
電子図書館サービスの導入にあたっては、利
用者の利便性確保のため、紙の書籍と電子書
籍が同時に検索できる機能(ハイブリッド検
索機能)及び図書館システムと共通の利用者
IDを使用できる機能(認証連携機能)を有し、
また、電子書籍の利用統計を図書館システム
を通じて抽出できる機能が求められるが、こ
の条件を満たすためには（株）図書館流通セ
7,980,500円 ンターが提供する図書館システム連携型の電
子図書館サービスを利用する必要がある。こ
のサービスの利用に際しては図書館システム
の開発業者を介してのみ契約できること、ま
た、図書館システムの改修も必要となること
から、当該システムの導入業者であり、本事
業を唯一実施可能な記載の業者を地方自治体
施行令第１６７条の２（随意契約）第１項第
２号の規定に該当するものとして選定。

知多乗合（株）

本事業は、運賃設定やダイヤ設定、乗り継ぎ
等の面から基幹路線バス（半田北部線、半
田・常滑線）との連携、連動が必須であり、
また、乗客の積み残しへの増発対応や車両の
故障、交通事故等へのアクシデントへの迅速
な対応が求められる。
65,810,000円
このため、既存バス路線の運営事業者であ
るとともに、市内にバス及び運転手の待機整
備所を唯一保有し、本事業を実施可能な記載
の業者を地方自治法施行令第１６７条の２
（随意契約）第１項第２号の規定に該当する
ものとして選定。

西日本電信電話
（株） 名古屋支
店

本事業は、既存の障がい者自立支援給付審査
支払等システムを改修するものであるため、
第３次情報システム最適化事業の契約相手先
2,178,000円 であり、本業務を唯一実施可能な業者を地方
自治法施行令第１６７条の２（随意契約）第
１項第２号の規定に該当するものとして選
定。

案件№

327

契約担当
課

契約名称

学校教育 乙川小学校エレベー
課
ター修繕工事

325 図書館

契約内容

機械器具設置工事
エレベーター修繕工事
一式
制御盤内
インバーター装置更新
電源装置更新
PLC電源更新
PLCユニワイヤモジュール更新
かご上操作盤内
ユニワイヤ更新

着手日

一式
３個
１個
１個

R3.2.20

完了日

R3.3.19

契約の相手方

現在運用中の健康かるてシステムに対し、
新型コロナウイルスワ
新型コロナウイルスワクチンの接種に係る
保健セン クチン接種対応に伴う
323
個別通知等の発送対象者の抽出及び印刷、
ター
健康かるてシステム改
接種記録の管理、接種クーポン券発行等の
修委託
業務を行うために必要な改修を行うもの

322 企画課

業務停滞が発生し、市民サービスを低下さ
せることがないように、職員の新型コロナ
テレワーク環境整備委 ウイルス感染蔓延防止策として、職員の自
託
宅等から庁内システムを遠隔利用できるパ
ソコンの準備やテレワークが実施できる環
境整備を委託するもの

321 市民課

コンビニ交付に係る証明書発行用サーバ等
コンビニ交付クラウド の機器更新に合わせ、自庁舎サーバによる
サービスの利用に係る データ管理をクラウド環境へ移行したこと
長期継続事業
に伴いコンビニ交付クラウドサービスを利
用するもの

児童扶養手当支給事務における年金受給者
の日本年金機構への受給者情報照会の円滑
母子家庭等対策総合支 な把握（一括情報照会等）を目的とする令
子育て支 援事業に伴う児童扶養 和２年度母子家庭等対策総合支援事業にお
316
援課
手当システム改修業務 いて、社会保障・税番号制度（マイナン
委託
バー制度）を活用した情報連携の新たな仕
組みに対応するため、現在運用中の児童扶
養手当システムに対し改修を行うもの
「行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律」（平成
２５年法律第２７号）に基づき情報提供
ネットワークシステムを通じ他市町等と情
新型インフルエンザ予
保健セン
報連携される特定個人情報に、令和３年の
313
防接種データ情報連携
ター
改定において「新型インフルエンザ等対策
対応システム改修委託
特別措置法による予防接種の実施に関する
情報」が追加されるため、情報連携に対応
するため既存の現在運用中の健康管理シス
テムに対し改修を行うもの

R3.3.1

R3.1.30

R3.2.1

R3.2.1

R3.2.1

R3.1.29

R4.3.31

R3.3.31

R3.3.19

R3.4.30

R3.3.31

R3.3.31

随意契約理由

日本オーチス・エ
レベータ（株）
中部支店

本工事は、故障した給食配膳用エレベーター
の部品を取り替えるものであり、すでに給食
の配膳に支障をきたしている。既設エレベー
タの制御装置の一部を取り替えるものであ
り、既存の機器との調整が必要となるため、
2,640,000円
当該機器の製造業者の事業を承継し、部品及
び技術員を確保できる唯一の業者である記載
の業者を地方自治法施行令第１６７条の２
（随意契約）第１項第２号の規定に該当する
ものとして選定。

西日本電信電話
（株）名古屋支店

本事業は、現在第３次情報システム最適化事
業で運用している図書館システムに連携した
電子図書館システムの保守を委託するもので
あるため、電子図書館システム導入事業者で
あるとともに、第３次情報システム最適化事
1,966,250円
業の契約相手先で図書館システムにも精通し
ており、本業務を唯一実施可能な記載の業者
を地方自治法施行令第１６７条の２（随意契
約）第１項第２号の規定に該当するものとし
て選定。

西日本電信電話
（株）名古屋支店

本事業は、新型コロナウイルスワクチン接種
に係る通知やクーポン券印刷、接種記録管理
等に対応するため現在運用中の健康かるてシ
ステムの改修を委託するものであることか
ら、第３次半田市情報システム最適化事業の
契約相手先であり、本事業を唯一実施可能な
記載の業者を地方自治法施行令第１６７条の
２（随意契約）第１項第２号の規定に該当す
るものとして選定。

西日本電信電話
（株）名古屋支店

本業務は、現在運用中の情報システム最適化
事業のネットワークに対し検証、設定変更を
行うものであるため、第３次情報システム最
1,927,200円 適化事業の契約相手先であり、本業務を唯一
実施可能な記載の業者を地方自治法施行令第
１６７条の２（随意契約）第１項第２号の規
定に該当するものとして選定。

富士ゼロックスシ
ステムサービス
（株）公共事業本
部 中部支店

本業務は、コンビニ交付システムのクラウド
環境移行に伴い利用するクラウドサービスの
使用料を支払うものであるため、当該システ
1,036,200円
ムの開発業者である記載の業者を方自治法施
行令167条の2（随意契約）第1項第2号の規定
に該当するものとして選定。

西日本電信電話
（株）名古屋支店

本業務は、現在運用中の総合行政システムに
対しシステム改修を行うものであるため、第
３次情報システム最適化事業の契約相手先で
1,815,000円
あり、本業務を唯一実施可能な業者を地方自
治法施行令第１６７条の２（随意契約）第１
項第２号の規定に該当するものとして選定。

西日本電信電話
（株）名古屋支店

本事業は、現在運用中の健康かるてシステム
の改修等を委託するものであるため、第３次
半田市情報システム最適化事業の契約相手先
2,640,000円 であり、本事業を唯一実施可能な記載の業者
を地方自治法施行令第１６７条の２（随意契
約）第１項第２号の規定に該当するものとし
て選定。

１個

電子図書館運営に伴い、電子図書館システ
電子図書館システム等
ム等の保守を委託するもの
保守委託

契約金額

