平成２９年度 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に基づく随意契約の発注見通し及び契約内容の公表について
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定に基づく随意契約を行うにあたり、甲州市財務規則１９１条５項に基づき、次のとおり発注の見通し及び契約内容等について公表します。
発注内容公表
（契約の事前公表）
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区分

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

公表日

発注課

平成29年4月1日 教育総務

平成29年4月1日 政策秘書

平成29年4月1日 環境政策

平成29年4月1日 環境政策

平成29年4月1日 観光交流

平成29年4月1日 観光交流

平成29年4月1日 観光交流

平成29年4月1日 産業振興

平成29年4月1日 産業振興

平成29年4月1日 農林土木

平成29年4月1日

建設

発注予定
時期

4月上旬

物品又は役務の名称

公表日

契約内容

甲州市立小学校６校、
甲州市小中学校環境整備
平成29年4月1日 中学校２校の学校
業務
用務員業務

履行期間

契約締結内容
（契約の事後公表）
契約相手方の選定基準

公表日

契約相手方

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年5月2日
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
山梨県シルバー人材センター連合会
センターであること
甲府市飯田３－３－２８

契約日

契約金額
又は
支払予定額

契約相手方とした理由

平成29年4月1日

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
\15,014,160
雇用の安定促進に寄与するため。な
（単価契約）
お、左記の団体は選定基準に適合
する唯一の団体である。
シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
\2,184,084
雇用の安定促進に寄与するため。な
（単価契約）
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

｢広報こうしゅう」発送業務

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
｢広報こうしゅう」の市内
平成29年 4月 3日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日 行政区組長等への配送
平成29年5月2日
平成29年4月3日
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
業務
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

4月上旬

甲州市環境センターごみ
処理施設清掃管理業務

環境センターごみ受入
高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
場所の清掃並びに可燃 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
粗大ゴミの受入管理業 平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
務
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥3,093,584 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

不法投棄及び野焼き見回
り業務

不法投棄されやすい地
高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
域を中心に巡回し不法 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
投棄の防止・抑制、並び 平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
に、野焼きの監視
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥2,263,588 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

勝沼ぶどう郷駅駐車場案
内業務

勝沼ぶどう郷駅の駅前
平成29年4月1日
駐車場案内･整理業務

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年5月2日
平成29年4月1日
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥1,761,648 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

塩山地区公衆トイレ清掃
作業業務

塩山地区公衆トイレ（裂
高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
石PP、裂石第1新、裂石 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
第2、柳沢峠、三窪高
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
原）清掃業務
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥1,114,320 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

大和地区公衆トイレ等清
掃作業及び除草作業

大和地区公衆トイレ等
高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
（ポケットパーク、景徳院
平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日 前駐車場、竜門峡駐車
平成29年5月2日
平成29年4月1日
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
場、練成館前）清掃及
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４
び除草業務

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥861,345 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

平成28年度甲州市勤労青
甲州市勤労青少年
平成29年4月1日
少年ホーム管理業務
ホーム管理人業務

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年5月2日
平成29年4月1日
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥3,107,922 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
甲州市木工芸館の管
甲州市木工芸館管理指導
平成29年 4月 3日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日 理、木工体験の指導及
平成29年5月2日
平成29年4月3日
委託、材料代徴収業務
平成29年11月23日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
び材料代徴収業務
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥1,259,818 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
景観施設植木剪定及び草
景観施設植木剪定及び 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
刈等業務
草刈り業務
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥517,530 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
道路、河川の清掃・巡回 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
業務
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥2,928,560 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

道路河川環境整備事業

平成２９年度 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に基づく随意契約の発注見通し及び契約内容の公表について
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定に基づく随意契約を行うにあたり、甲州市財務規則１９１条５項に基づき、次のとおり発注の見通し及び契約内容等について公表します。
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（契約の事前公表）

発注見通し
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区分

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

委託

公表日

平成29年4月1日

平成29年4月1日

発注課

建設

建設

平成29年4月1日 都市整備

平成29年4月1日 都市整備

平成29年4月1日 生涯学習

平成29年4月1日 生涯学習

平成29年4月1日

平成29年4月1日

平成29年4月1日

平成29年4月1日

文化財

文化財

文化財

文化財

平成29年4月1日 勝沼支所

発注予定
時期

物品又は役務の名称

公表日

契約内容

履行期間

契約締結内容
（契約の事後公表）
契約相手方の選定基準

公表日

契約相手方

契約日

契約金額
又は
支払予定額

契約相手方とした理由

4月上旬

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
市営住宅使用料未納者へ
市営住宅使用料未納者 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
の納付勧奨等業務
への納付勧奨等業務
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥2,419,200 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

市道上於曽63号線（塩山
駅自由通路）清掃業務

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
市道上於曽63号線（塩
平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日 山駅自由通路）清掃業
平成29年5月2日
平成29年4月1日
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
務
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥788,376 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

塩山ふれあいの森総合公
園施設点検・清掃業務

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
塩山ふれあいの森総合
平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日 公園内の施設点検及び
平成29年5月2日
平成29年4月1日
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
清掃業務
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥2,679,280 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月下旬

都市公園（１３施設の
高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
内）塩山地域３箇所、勝 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
甲州市都市公園除草業務 平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
沼地域３箇所の都市公 平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
園の除草作業
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥1,114,680 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
勝沼中央公民館夜間管理
勝沼中央公民館夜間施 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
業務
設管理業務
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥1,466,465 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
甲州市民文化会館（中
平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
中央公民館夜間管理業務 平成29年4月1日 央公民館）夜間施設管
平成29年5月2日
平成29年4月1日
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
理業務
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥1,081,080 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

宮光園管理作業業務

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
宮光園施設管理の補助 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
業務
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥1,833,552 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は」選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

甘草屋敷管理業務

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
甘草屋敷 管理業務
平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日 （建物の扉等開閉、園内
平成29年5月2日
平成29年4月1日
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
の清掃業務）
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥1,617,840 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

旧田中銀行博物館管理
業務

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
旧田中銀行博物館の施 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
設管理業務
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥599,200 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月下旬

勝沼氏館跡等除草業務

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年5月2日
平成29年4月21日
項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥716,580 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
甲州市役所勝沼支所庁舎
社団法人
甲州市役所勝沼支所庁舎等 平成29年 4月 1日から 等に関する法律第４１条第２
平成29年4月1日 管理業務
平成29年5月2日
平成29年4月1日
等管理業務
平成30年 3月31日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥1,677,130 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

4月上旬

4月上旬

平成29年4月1日 勝沼氏館跡等除草作業

平成29年4月21日から
平成29年3月16日まで

平成２９年度 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に基づく随意契約の発注見通し及び契約内容の公表について
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定に基づく随意契約を行うにあたり、甲州市財務規則１９１条５項に基づき、次のとおり発注の見通し及び契約内容等について公表します。
発注内容公表
（契約の事前公表）

発注見通し
ＮＯ．

23

24

区分

委託

委託

公表日

発注課

平成29年4月1日 都市整備

平成29年4月1日 勝沼支所

発注予定
時期

4月下旬

4月下旬

物品又は役務の名称

公表日

契約内容

履行期間

契約締結内容
（契約の事後公表）
契約相手方の選定基準

公表日

契約相手方

契約日

契約金額
又は
支払予定額

契約相手方とした理由

塩山ふれあいの森総合公
園除草業務

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
塩山ふれあいの森総合 平成29年 4月20日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日
平成29年5月2日
平成29年4月1日
公園内の除草作業
平成29年 2月29日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥1,672,020 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

都市公園除草・剪定作業
等

高年齢者等の雇用の安定
（氏名又は名称）
勝沼地域内の都市公園
平成29年 5月 1日から 等に関する法律第４１条第２
社団法人
平成29年4月1日 ６箇所の除草及び剪定
平成29年6月2日
平成29年5月1日
平成29年12月25日まで 項に規定するシルバー人材
東山梨地区広域シルバー人材センター
作業
センターであること
甲州市塩山下於曽１７０４

シルバー人材センターにおいても履
行可能な軽易な業務であり、高齢者
¥947,478 雇用の安定促進に寄与するため。な
お、左記の団体は選定基準に適合
する市内で唯一の団体である。

