契約締結状況
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

担当課名

契約名称

履行場所

財政課

財務会計システム保守点検業務 深谷市役所及び深谷
委託契約
市が指定する場所

財政課

深谷市役所及び深谷
統合資産管理システム利用契約
市が指定する場所

財政課

財政課

財務会計システム移行用データ 深谷市役所及び深谷
作成業務
市が指定する場所

新旧庁舎移転に係る財務会計シ 深谷市役所及び深谷
ステム環境移設業務
市が指定する場所

公共施設改革
施設予約運用サービス
推進室

ICT推進室

ICT推進室

ICT推進室

深谷市内

総合行政システム番号制度対応 深谷市役所 本庁舎
業務委託（令和２年度総務省分） 内他

RPA運用支援業務委託

マイキーＩＤ設定補助業務委託

深谷市役所本庁舎内

深谷市役所本庁舎内

契約締結日

履行期間

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月10日

令和2年4月13日から
令和3年3月15日まで

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

株式会社BSNアイネット

左記業者は、当該財務会計シス
テムの開発者でシステム及び業
4,092,000 務に熟知しており、左記業者以外
の他の業者では対応ができない
ため。

株式会社BSNアイネット

左記業者は、当該財務会計シス
テムの開発者でシステム及び業
858,000 務に熟知しており、左記業者以外
の他の業者では対応ができない
ため。

株式会社BSNアイネット

左記業者は、当該財務会計シス
テムの開発者でシステム及び業
1,760,000 務に熟知しており、左記業者以外
の他の業者では対応ができない
ため。

令和2年5月13日

令和2年5月25日から
令和2年9月30日まで

株式会社BSNアイネット

左記業者は、当該財務会計シス
テムの開発者でシステム及び業
1,320,000 務に熟知しており、左記業者以外
の他の業者では対応ができない
ため。

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

富士通株式会社

利用者の利便性の確保や費用
3,999,600 面を考慮し、これまでの契約先で
ある左記業者を選定した。

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和2年6月30日まで

ＡＧＳ株式会社

総合行政システムの導入業者で
あり、システムや業務に熟知して
2,200,000
おり、他の業者ではシステム改修
や保守などの対応できないため。

ＡＧＳ株式会社

同社はRPAソフト（Winactor）の取
り扱い業者であり、深谷市総合行
政システムの導入業者であること
3,465,000
から、今後予測される基幹系シス
テムとの連携など、最も確実に業
務の履行ができる。

株式会社ビジネスクリ
エート

同社は令和元年度の同業務を実
施しており、ノウハウも蓄積され
4,754,200 ていることから、引き続き、業務を
円滑に遂行することが可能であ
るため。

令和2年4月15日

令和2年4月1日

令和2年4月15日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和2年12月28日まで

No.

担当課名

9

ICT推進室

10

11

12

13

14

15

16

ICT推進室

ICT推進室

ICT推進室

契約名称

深谷市統合型・公開型WebGIS
サービス（2020年4月～8月分）

履行場所

契約締結日

深谷市役所本庁舎内

令和2年4月1日

深谷市情報システム総合支援業
深谷市役所
務

インターネット設備保守業務

深谷市役所

庁舎移転に伴う基幹系機器移設 深谷市役所 本庁舎
作業
内他

ICT推進室

深谷市新庁舎ネットワークシステ 深谷市仲町１１番１号
ム保守業務
他

ＩＣＴ推進室

ＲＰＡライセンス運用支援業務委
深谷市役所
託

ＩＣＴ推進室

ＡＩ－ＯＣＲ導入業務委託

ＩＣＴ推進室

ＲＰＡシナリオ作成（後期高齢者
医療月次処理）業務委託

深谷市役所

深谷市役所

令和2年4月1日

令和2年4月1日

令和2年5月21日

履行期間

令和2年4月1日から
令和2年8月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和2年7月31日まで

令和2年5月21日から
令和2年8月31日まで

令和2年7月30日

令和2年8月1日から
令和7年7月31日まで

令和2年10月1日

令和2年10月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年11月2日

令和2年12月1日から
令和4年3月31日まで

令和2年11月25日

令和2年11月25日から
令和3年3月31日まで

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

株式会社インフォマティク
ス

1,303,500

合同会社ＫＵコンサルティ
ング

同社は平成30年度の同業務にお
いてプロポーザルにより選定され
ており、新庁舎ネットワーク構築
1,980,000
等業務における継続支援を受け
ることにより、業務を円滑に遂行
することが可能であるため。

Ｋｎｅｔ株式会社

同社はインターネット設備機器等
の導入業者かつ接続業者であ
り、システム設定情報や業務に
2,237,345 熟知しており、最も確実かつ効率
的な業務の履行ができる。また、
ネットワーク構成情報等の開示を
最小限にできるため。

ＡＧＳ株式会社

同社は総合行政システムの導入
業者であり、システムや業務に熟
知している。また、極めて短期間
13,557,500
に移転作業・動作確認を完了す
る必要があり、他の業者では対
応できないため。

東日本電信電話㈱埼玉
事業部

同社はGISの導入業者であり、シ
ステムを継続利用するため。

同社は新庁舎ネットワークシステ
ムの設計・構築業者であり、各機
器の設定情報及び全体の構成な
6,688,000
どを把握しており、同社以外の保
守では設置設備やシステム運用
に支障が生ずるため。

ＡＧＳ株式会社

同社はRPAソフト（Winactor）の取
り扱い業者であり、深谷市総合行
748,000
政システムの導入業者であるた
め。

ＡＧＳ株式会社

同社はＡＩ－ＯＣＲを取り扱う株式
会社ＮＴＴデータの特約店となっ
1,870,000
ており、深谷市総合行政システム
の導入業者であるため。

ＡＧＳ株式会社

同社はRPAソフト（Winactor）の取
り扱い業者であり、深谷市総合行
759,000
政システムの導入業者であるた
め。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

契約締結日

履行期間

契約の相手方

PubLinkerCloudの導入業者であ
り、システムや業務に熟知してお
7,040,000
り、他の業者ではシステム改修や
保守などに対応できないため。

17

ＩＣＴ推進室

18

ＩＣＴ推進室

コンビニ交付戸籍証明書発行シ
深谷市役所
ステム構築業務

令和2年11月26日

令和2年11月26日から
令和3年3月31日まで

富士ゼロックスシステム
サービス株式会社

14,850,000

戸籍システムの導入業者であり、
システムや業務に熟知しており、
他の業者ではシステム改修や保
守などに対応できないため。

19

ＩＣＴ推進室

深谷市内部業務系システム利用 深谷市役所

令和2年12月2日

令和3年4月1日から
令和8年3月31日まで

株式会社両備システムズ

89,100,000

既存システムの継続利用（更新）
が最も有利な条件であったため。

ＩＣＴ推進室

ＲＰＡ運用支援業務委託（追加
分）

令和3年2月8日

令和3年2月8日から
令和3年3月31日まで

21

人事課

メンタルヘルス相談業務委託

22

深谷市役所本庁舎歩行者誘導
総務防災課
業務委託

23

総務防災課

24

総務防災課

深谷市役所庁舎廃棄物収集運
搬業務委託

深谷市防災行政無線等保守点
検業務委託

深谷市役所

ＡＧＳ株式会社

契約の相手方を選定した理由

PubLinkerCloud証明書コンビニ
深谷市役所
交付サービスシステム構築業務

20

令和2年11月26日

令和2年11月26日から
令和3年3月31日まで

契約金額（税込）

ＡＧＳ株式会社

同社はRPAソフト（Winactor）の取
り扱い業者であり、深谷市総合行
2,638,900
政システムの導入業者であるた
め。

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

医療法人江仁会 北深谷
病院

H28～R元年度に委託した実績が
あり問題なく業務が行えたこと。
537,600 地域医療に長く貢献し、精神科医
として経験豊富な医師がおり入
院設備も整っているため。

深谷市仲町地内

令和3年2月5日

令和3年4月1日から
令和3年6月30日まで

ビソー工業株式会社 深
谷支店

業務・周辺工事に精通している左
記業者と契約することで、低価か
939,400
つ円滑で質の高い業務の履行が
期待できるため。

深谷市仲町地内ほか

令和3年2月19日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

丸髙産業株式会社

深谷市役所ほか

深谷市仲町地内ほか

令和3年3月5日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

世紀工業株式会社 大宮
営業所

入札応札者の内、業務履行に必
2,904,000 要な資格を有する業者が左記業
者のみであったため。

緊急情報を住民に伝達するた
め、確実に動作するようにしてお
12,922,880 かなければならない設備を、最も
速やか、かつ、確実に保守点検
できる業者であるため。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

25

新庁舎建設 深谷市保健ｾﾝﾀｰ構内電話交換 深谷市本住町17-1
推進室
設備構築業務委託
(深谷市保健ｾﾝﾀｰ)

26

新庁舎建設 深谷市保健ｾﾝﾀｰｵﾌｨｽﾘﾝｸ構築
推進室
業務委託

27

28

29

30

深谷市本住町17-1
(深谷市保健ｾﾝﾀｰ)

新庁舎建設 SH-02M 初期設定及びルータ調
深谷市役所新庁舎
推進室
達・設定業務委託

新庁舎建設
旧本庁舎什器運搬業務委託
推進室

新庁舎建設 深谷市新庁舎植樹帯管理業務
推進室
委託

協働推進課

深谷市メディアプロモーション業
務委託

深谷市仲町地内
（旧本庁舎）

深谷市仲町地内
（深谷市役所新庁舎
敷地内）

協働推進課

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

令和3年3月15日

令和3年3月15日から
令和4年3月31日まで

東日本電信電話株式会
社 埼玉事業部

当該施設の既存電話交換設備に
精通しており、通常電話を使用し
4,180,000
つつ、携帯電話内線化ｼｽﾃﾑを構
築できる業者であるため。

令和3年2月8日

令和3年2月 8日から
令和4年3月31日まで

株式会社ＮＴＴドコモ 埼
玉支店

当該施設において使用する電話
880,000 交換設備及び電話回線と本ｼｽﾃ
ﾑが構築できる業者であるため。

株式会社ＮＴＴドコモ
埼玉支店

当該業務は、内線機能付携帯電
話ｼｽﾃﾑを導入し、災害時に現場
と対策本部との連絡を、迅速に
行うことが必要であるため、新庁
682,550 舎での使用回線であるNTTが提
供するﾌﾚｯﾂ光回線の使用が必
須となり、他社では同回線を使用
したｼｽﾃﾑ構築が困難であるた
め。

SBSﾛｼﾞｺﾑ株式会社
新座支店

当該業務は、旧本庁舎において
不要となった什器類を自治会へ
譲渡するもので、他の業者を選
択した場合、新庁舎への什器転
784,300
用及び旧教育庁舎の不要什器等
の運搬など、現状履行中である
業務との整合に著しい支障が生
じてしまう可能性があるため。

有限会社金井造園土木

当該業務は、新庁舎敷地内にお
ける植樹帯の通年管理を行うも
のである。植栽整備後、枯れ保
証期間中の樹木の不具合につい
ては、瑕疵で処置させる必要が
869,000
あり、植樹帯の整備を行った業者
に履行させることにより、植樹の
品質を確保しつつ不具合があっ
た場合の円滑な処置が可能であ
るため。

令和2年6月3日

令和2年8月19日

令和2年8月31日

令和2年4月1日

令和2年6月3日から
令和2年6月25日まで

令和2年8月19日から
令和2年8月28日まで

令和2年8月31日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

株式会社オズマピーアー
ル

平成３０年度公募型プロポーザ
ルの比較審査により選定したこ
18,370,000 と。また、同年の業務を踏まえて
今年度の業務を遂行することが
必須であるため。

No.

31

32

33

担当課名

協働推進課

協働推進課

協働推進課

契約名称

「ふっかちゃん」着ぐるみ製作業
務委託

履行場所

協働推進課

深谷市イメージキャラクター「ふっ
深谷市内ほか
かちゃん」の商標出願業務

令和３年度市民活動サポートセ
ンター運営業務

深谷市本住町地内

深谷市移住定住サイト保守等に
市が指定する場所
関する業務

34

協働推進課

35

深谷市男女共同参画
「在宅ワーカー育成セミナー初級
人権政策課
推進センター（Ｌ・フォ
コース」業務委託
ルテ）

36

37

市民課

市民課

深谷市役所、岡部総
合支所、川本総合支
戸籍総合システム・ブックレス保
所、花園総合支所、
守サービス業務
キララ上柴行政サー
ビスセンター

深丘園霊きゅう自動車運行業務
深谷市山河地内
委託

契約締結日

令和2年4月1日

令和2年7月10日

令和3年2月5日

令和3年2月2日

履行期間

令和2年4月1日から
令和2年6月19日まで

令和2年7月10日から
令和3年3月31日まで

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

契約の相手方

有限会社 ファニークラフ
ト

現在使用している着ぐるみを製
造した業者であり、既存着ぐるみ
528,000 のイメージを損なわず、統一した
デザインで着ぐるみを製造できる
ため。

三好内外国特許事務所

社会福祉法人深谷市社
会福祉協議会

深谷市社会福祉協議会は、深谷
市ボランティア交流センターの運
営をしており、会議室や備品等、
市民活動をサポートするための
1,360,000
施設が整っている。また様々なボ
ランティア情報や専門職員による
相談機能を活用することが可能
なため。

株式会社第一プログレス

当該事業者は本サイトを構築し
た事業者であり、保守管理に限ら
ず、サイト更新時に必要な技術的
588,500 な支援が想定されることから、サ
イト構築を行った当該事業者以
外の事業者に委託することが困
難なため。
左記業者は埼玉県在宅就業支
援事業を受託し総合的に運営し
ており、事業内容や現場を熟知
649,000
し、受講者を円滑に就業につな
げる為の支援をすることが期待
できるため。

令和2年8月24日から
令和3年3月31日まで

株式会社キャリア・マム

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和2年7月31日まで

富士ゼロックスシステム
サービス株式会社 営業
本部公共システム営業事
業部首都圏支店

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

契約の相手方を選定した理由

左記事務所は、専門家である弁
理士であり、以前より深谷市と協
2,267,790 議を重ねている。また、国内有数
の大規模事務所であることから
優れていると判断したため。

令和2年8月24日

令和2年4月1日

契約金額（税込）

株式会社五輪

左記の業者は戸籍総合システム
導入業者であり、システム及び業
2,024,000 務に熟知しており、他の業者では
システム保守の対応ができない
ため。
左記の業者は火葬場施設の指
定管理者であり、霊きゅう自動車
839,850 の運行業務を熟知しており、日々
の葬祭業務を円滑に行うため選
定している。

No.

38

39

40

41

42

43

44

担当課名

契約名称

履行場所

市民課

深谷市窓口業務支援システム構
深谷市役所
築業務

市民課

住民基本台帳ネットワークシステ
深谷市役所
ム機器保守業務委託

市民課

市民課

市民課

住民基本台帳ネットワークシステ
深谷市役所
ム システム保守業務委託

証明発行用ＲＰＡ支援業務（ライ
深谷市役所
センス含む）

窓口業務支援システムデータ連
深谷市役所
携対応基盤構築業務

市民課

窓口業務支援システム運用保守
深谷市役所
業務契約

市民課

窓口業務支援システムデータ連
深谷市役所
携対応基盤機能強化業務

契約締結日

履行期間

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日

令和2年4月30日

令和2年5月22日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月30日から
令和3年3月31日まで

令和2年5月22日から
令和3年3月31日まで

令和2年7月31日

令和2年8月1日から
令和7年7月31日まで

令和2年8月17日

令和2年8月17日から
令和3年3月31日まで

契約の相手方

株式会社北見コンピュー
ター・ビジネス

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

左記の業者はプロポーザル方式
で選定した。窓口業務支援システ
15,950,000 ム及び業務に熟知しており、他の
業者ではシステム対応ができな
いため。

ＡＧＳ株式会社

左記の業者は住民基本台帳ネッ
トワークシステム導入業者であ
642,312 り、システム及び業務に熟知して
おり、他の業者ではシステム機器
保守の対応ができないため。

ＡＧＳ株式会社

左記の業者は住民基本台帳ネッ
トワークシステム導入業者であ
1,782,000 り、システム及び業務に熟知して
おり、他の業者ではシステム保守
の対応ができないため。

ＡＧＳ株式会社

左記の業者は住民基本台帳シス
テム導入業者であり、システム及
2,222,000 び業務に熟知しており、他の業者
ではシステム対応ができないた
め。

ＡＧＳ株式会社

窓口業務支援システムとのデー
タ連携を構築するのあたり、左記
の業者は住民基本台帳システム
5,695,800
導入業者であり、システム及び業
務に熟知しており、他の業者では
システム対応ができないため。

株式会社 北見コン
ピューター・ビジネス

左記の業者はプロポーザル方式
で選定した。窓口業務支援システ
2,640,000 ム及び業務に熟知しており、他の
業者ではシステム対応ができな
いため。

ＡＧＳ株式会社

左記の業者は住民基本台帳シス
テム導入業者であり、システム及
8,910,000 び業務に熟知しており、他の業者
ではシステム対応ができないた
め。

No.

45

46

47

48

49

50

51

担当課名

契約名称

履行場所

市民課

マイナンバーカード交付予約・管
深谷市役所
理システム導入

市民課

改正戸籍法に基づく戸籍情報シ
深谷市役所
ステム等構築業務

市民課

デジタル手続き法に基づく戸籍附
深谷市役所
票システム構築業務

市民課

市民課

マイナンバーカード交付予約・管
深谷市役所
理システム利用料契約

令和２年度社会保障・税番号シ
ステム整備事業対応業務委託

深谷市役所

市内各公民館（5公民
館）

市民税課

申告受付会場設営業務委託

市民税課

令和３年度個人住民税普徴税額
深谷市役所市民税課
決定通知一括処理業務委託

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

左記業者が開発したマイナン
バーカードの交付及び関係資料
等を保存するまでの各工程を、
迅速かつ確実に一元管理できる
1,524,380
システムは、他に例がなく、当シ
ステムを使用することで、事務の
効率的処理に最も大きく寄与す
ると考えられるため。

令和2年12月16日

令和2年12月16日から
令和3年3月31日まで

株式会社 ＴＫＣ

令和3年1月7日

令和3年1月7日から
令和3年3月31日まで

富士ゼロックスシステム
サービス株式会社

左記の業者は戸籍総合システム
導入業者であり、システム及び業
814,000
務に熟知しており、他の業者では
システム対応ができないため。

令和3年1月7日

令和3年1月7日から
令和3年3月31日まで

富士ゼロックスシステム
サービス株式会社

左記の業者は戸籍総合システム
導入業者であり、システム及び業
2,552,000
務に熟知しており、他の業者では
システム対応ができないため。

株式会社 ＴＫＣ

左記の業者はマイナンバーカー
ド交付予約・管理システム導入業
1,553,244 者であり、システム及び業務に熟
知しており、他の業者ではシステ
ム対応ができないため。

ＡＧＳ 株式会社

左記の業者は住民基本台帳シス
テム導入業者であり、システム及
4,290,000 び業務に熟知しており、他の業者
ではシステム対応ができないた
め。

AGS株式会社

基幹系システムの電子機器を取
り扱う業務であることから、基幹
1,100,000 系システム設置事業者である左
記業者でないと実施できないた
め。

ＡＧＳ株式会社

基幹システム導入業者であり、直
接システムからデータ抽出できる
1,512,700
ことから、個人情報の漏えいを回
避し、円滑な作業が行えるため。

令和3年3月31日

令和3年2月12日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和3年2月12日から
令和3年3月31１日まで

令和2年12月4日

令和2年12月4日から
令和3年3月31日まで

令和3年1月26日

令和3年1月26日から
令和3年6月30日まで

No.

担当課名

52

市民税課

53

54

55

56

57

58

契約名称

履行場所

令和３年度個人住民税特別徴収
税額決定通知一括処理業務委 深谷市役所市民税課
託

資産税課

令和２年度標準宅地等不動産鑑
資産税課
定評価業務委託（時点修正）

資産税課

令和３年度向け公図検索
システムデータ更新業務委託

資産税課

令和３年度向け税務地図情報
システムデータ更新業務委託

資産税課

令和３年度向け地番図等
加除修正業務委託

資産税課

令和３年度用航空写真撮影及び
深谷市内全域
家屋棟番号更新業務委託

資産税課

深谷市内全域

深谷市内全域

深谷市内全域

令和３年度償却資産申告データ 深谷市役所 資産税
におけるパンチ業務委託
課

契約締結日

令和3年1月29日

履行期間

令和3年1月29日から
令和3年5月31日まで

契約の相手方

契約金額（税込）

ＡＧＳ株式会社

1,389,300

契約の相手方を選定した理由

基幹システム導入業者であり、直
接システムからデータ抽出できる
ことから、個人情報の漏えいを回
避し、円滑な作業が行えるため。

令和2年6月10日

令和2年6月25日から
令和2年10月23日まで

公益社団法人
埼玉県不動産鑑定士協
会

当業務は、市内600地点以上の
地価の変動率を求める業務であ
り、業務の適正な履行のために
は、専門知識を有する複数の不
8,419,455 動産鑑定士による不動産鑑定評
価が不可欠である。この各鑑定
士間の契約条件・事務の調整等
を行うことができる県内唯一の団
体が左記団体であるため。

令和2年10月1日

令和2年10月1日から
令和3年3月31日まで

朝日航洋株式会社
埼玉支店

業務への熟知度、実績等を鑑
み、最も安全かつ効率的で公正
2,420,000
な業務の履行が期待できるた
め。

令和2年10月1日

令和2年10月1日から
令和3年7月9日まで

朝日航洋株式会社
埼玉支店

業務への熟知度、実績等を鑑
み、最も安全かつ効率的で公正
2,420,000
な業務の履行が期待できるた
め。

令和2年10月1日

令和2年10月1日から
令和3年7月9日まで

朝日航洋株式会社
埼玉支店

業務への熟知度、実績等を鑑
み、最も安全かつ効率的で公正
7,854,000
な業務の履行が期待できるた
め。

令和2年10月1日

令和2年10月1日から
令和3年7月9日まで

朝日航洋株式会社
埼玉支店

業務への熟知度、実績等を鑑
み、最も安全かつ効率的で公正
16,500,000
な業務の履行が期待できるた
め。

令和3年2月4日

令和3年2月4日から
令和3年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

左記業者は、当業務で使用する
総合行政システムの開発運用業
612,249 者であり、最も安全、確実かつ効
率的で安価に業務の履行が期待
できるため。

No.

59

60

担当課名

資産税課

資産税課

契約名称

履行場所

令和３年度固定資産税・都市計
深谷市役所 資産税
画税納税通知書印字及び製本・
課
封入封緘業務委託

令和３年度税地図情報システム
深谷市仲町地内
保守業務委託

深谷市役所本庁舎内
他

61

収税課

口座振替不能通知印刷業務

62

収税課

オートコールシステムサービス利
深谷市役所収税課
用契約書

63

収税課

督促状、催告書印刷業務委託

深谷市役所収税課

契約締結日

令和3年2月3日

令和3年3月5日

履行期間

令和3年2月12日から
令和3年5月14日まで

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

契約の相手方

ＡＧＳ株式会社

朝日航洋株式会社 埼玉
支店

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

ＨＯＹＡデジタルソリュー
ションズ株式会社

令和2年4月3日

令和2年4月3日から
令和3年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

左記業者は、当業務で使用する
2,195,600 総合行政システムの開発運用業
（単価契約・予定 者であり、最も安全、確実かつ効
価格） 率的で安価に業務の履行が期待
できるため。

左記業者は、当システムの開発
者であり、業務への熟知度、実績
660,000 等を鑑み、最も安全かつ効率的
で公正な業務の履行が期待でき
るため。

【単価】
処理基本料金
38,000円/回
プリント（印字）
4円/頁
カッティング（裁断）
1円/頁
シーリング（圧着）
1円/件
封入封緘
6円/件

1,526,580

【単価】
処理基本料金
38,000円/回
プリント（印字）
4円/頁
カッティング（裁断）
1円/頁
シーリング（圧着）
1円/件

左記業者は、対象のシステム及
び現在収納データを処理している
総合行政システムを提供してお
り、左記業者以外の他の業者で
は業務を遂行できないため。

県内でこの事業を実施できる業
者が他にないため。

左記業者は、収納データを処理し
ている総合行政システムを提供
しており、左記業者以外の他の
業者では業務を遂行できないた
め。

No.

64

65

66

67

68

担当課名

契約名称

履行場所

収税課

税金コンビニ収納代行業務委託 深谷市役所収税課

収税課

地方税電子申告支援サービス利 深谷市及び深谷市の
用契約
指定する場所

収税課

収税課

福祉政策課

収納・日計処理業務委託

コンビニ収納データ受信代行業
務委託

深谷市役所収税課

深谷市役所収税課

ボランティアセンター運営業務委
深谷市本住町地内
託

契約締結日

履行期間

令和3年3月25日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和3年2月15日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和3年3月30日

令和3年3月30日

令和3年3月10日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

契約の相手方

りそな決済サービス株式
会社

株式会社TKC

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

【単価】
基本料金 7,500円 左記業者以外では現在利用して
／月
いる総合行政システムに適合し
収納代行手数料 た形で業務を遂行できないため
55円／件

elTAXにおける審査サーバを用
いることとなり、既に同社と同
2,085,600
サーバの利用契約を締結してい
るため。

AGS株式会社

【単価】
読取処理料 8円／件
日計処理料 6円／件
領収日登録料 0.7円／件
搬入・搬出料 60,000円／月
OCR日計基本料金 68,000
円／月
地方税共通納税システム
データ代行受信基本料
50,000円／件
地方税共通納税システム
データ日計連携料 6円／件

左記業者は、現在収納データを
処理している総合行政システム
を提供しており、左記業者以外の
他の業者では業務を遂行できな
いため。

AGS株式会社

【単価】
コンビニ収納代行受
信基本料金 50,000
円／月
コンビニ収納データ
日計連携 6円／件

左記業者は、現在収納データを
処理している総合行政システム
を提供しており、左記業者以外の
他の業者では業務を遂行できな
いため。

社会福祉法人
深谷市社会福祉協議会

左記業者は、地域福祉に精通
し、
ボランティアの育成等の専門知
1,331,000
識を有している。そのため、左記
業者以外の他の業者での対応が
できないため。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

69

生活福祉課 生活保護システム保守業務委託 深谷市役所

70

生活保護等版レセプト管理クラウ 深谷市役所生活福祉
生活福祉課
ドサービス
課

71

生活保護システム機器更新等業
生活福祉課
深谷市役所
務委託

72

生活保護システム改修業務委託
深谷市役所生活福祉
生活福祉課 （日常生活支援住居施設の施行
課
に伴うシステム改修）

令和２年度深谷市障害者就労支
深谷市内ほか
援センター事業委託業務

73

障害福祉課

74

令和２年度深谷市手話奉仕員及
障害福祉課
深谷市内
び手話通訳者養成事業業務委託

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

左記業者は生活保護システムの
構築業者であり、同社以外のも
1,518,000
のでは保守管理を行うことができ
ないため。

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

北日本コンピューター
サービス株式会社

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

富士通エフ・アイ・ピー株
式会社

令和2年7月1日

令和2年7月1日から
令和3年3月31日まで

北日本コンピューター
サービス株式会社

左記業者は現行システムの構築
業者であり、データ移行等におい
10,432,400
て効率的かつ円滑な業務の履行
が期待できるため。

令和2年9月25日

令和2年9月25日から
令和2年11月30日まで

北日本コンピューター
サービス株式会社

左記業者は生活保護システムの
構築業者であり、同者以外のも
660,000
のではシステム改修ができない
ため。

左記業者はレセプト管理システム
の構築業者であり、同社以外の
660,000
ものでは保守管理を行うことがで
きないため。

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

社会福祉法人
深谷市社会福祉協議会

当該業務においては障害者に対
する理解と特殊なスキルが求め
4,500,000 られること、また、市内では同事
業を実施している事業所は他に
ないため。

令和2年4月10日

令和2年4月10日から
令和3年3月31日まで

社会福祉法人
深谷市社会福祉協議会

当該業務においては障害者に対
する理解と特殊なスキルが求め
1,106,000 られること、また、市内では同事
業を実施できる事業所が他にな
いため。

No.

担当課名

契約名称

75

深谷市障害者等相談支援事業
障害福祉課
業務委託

76

障害福祉課

自立支援給付システム 令和３
年度報酬改定対応

履行場所

契約締結日

履行期間

深谷市仲町地内ほか

令和2年8月31日

令和2年10月1日から
令和5年3月31日まで

深谷市役所 本庁舎

令和3年2月17日

令和3年2月17日から
令和3年3月31日まで

令和3年度深谷市手話通訳派遣 埼玉県内及び群馬県
事業業務委託
内

77

障害福祉課

78

令和3年度障害児母子通園事業 深谷市大谷地内
障害福祉課
業務委託
ポプラ母子通園施設

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

公募型の調達を行うことによっ
て、提案内容及び価格を評価し、
46,138,400
最も優れた提案者として特定した
ため。

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ 埼玉事
業本部

AGS株式会社

自立支援給付システムの導入業
2,365,000 者であり、システム構成について
熟知しているため。

令和3年3月19日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

社会福祉法人
深谷市社会福祉協議会

当該業務においては障害者に対
する理解と特殊なスキルが求め
1,307,000 られること、また、市内では同事
業を実施している事業所は他に
ないため。

令和3年3月31日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

社会福祉法人さくら会
ポプラ母子通園施設

児童福祉法に基づく児童発達支
援を実施し、障害児とその保護者
6,272,000
が共に通園できる施設が市内に
１つしかないため。

No.

79

80

担当課名

長寿福祉課

長寿福祉課

契約名称

令和2年度「住民主体の通いの
場」支援等業務委託

令和2年度「住民主体の通いの
場」支援等業務委託

履行場所

各包括支援センター
担当地区内の自治会
館等

各包括支援センター
担当地区内の自治会
館等

契約締結日

令和2年4月1日

令和2年4月1日

履行期間

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

契約の相手方

社会福祉法人 かつみ会

社会福祉法人
深谷市社会福祉協議会

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

本業務は、地域住民が自ら主体
となって地域の中で歩いて通える
範囲の場所（集会所や自治会館
など）で継続して、重りを使った体
操（深谷ふっかつ体操）を行うこと
で、高齢者の閉じこもりや介護予
防、地域における見守りや支え
合いを図ることを目的に実施する
ものです。
本業務を、地域の様々な情報を
取集し、状況を把握し、地域にお
2,800,000 ける支え合いの体制づくりを中心
になって進めている「地域包括支
援センター」受託法人に委託し実
施することが、効率的・効果的な
業務の推進につながるため、地
方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により、「大里広域地
域包括支援センターエンゼルの
丘」受託法人である「社会福祉法
人 かつみ会」へ随意契約により
委託するものです。
本業務は、地域住民が自ら主体
となって地域の中で歩いて通える
範囲の場所（集会所や自治会館
など）で継続して、重りを使った体
操（深谷ふっかつ体操）を行うこと
で、高齢者の閉じこもりや介護予
防、地域における見守りや支え
合いを図ることを目的に実施する
ものです。
本業務を、地域の様々な情報を
取集し、状況を把握し、地域にお
ける支え合いの体制づくりを中心
2,800,000
になって進めている「地域包括支
援センター」受託法人に委託し実
施することが、効率的・効果的な
業務の推進につながるため、地
方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により、「大里広域地
域包括支援センター深谷市社会
福祉協議会」受託法人である「社
会福祉法人 深谷市社会福祉協
議会」へ随意契約により委託する
ものです。

No.

81

82

担当課名

長寿福祉課

長寿福祉課

契約名称

令和2年度「住民主体の通いの
場」支援等業務委託

令和2年度「住民主体の通いの
場」支援等業務委託

履行場所

各包括支援センター
担当地区内の自治会
館等

各包括支援センター
担当地区内の自治会
館等

契約締結日

令和2年4月1日

令和2年4月1日

履行期間

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

契約の相手方

一般社団法人 深谷寄居
医師会

医療法人社団 優慈会

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

本業務は、地域住民が自ら主体
となって地域の中で歩いて通える
範囲の場所（集会所や自治会館
など）で継続して、重りを使った体
操（深谷ふっかつ体操）を行うこと
で、高齢者の閉じこもりや介護予
防、地域における見守りや支え
合いを図ることを目的に実施する
ものです。
本業務を、地域の様々な情報を
取集し、状況を把握し、地域にお
2,800,000 ける支え合いの体制づくりを中心
になって進めている「地域包括支
援センター」受託法人に委託し実
施することが、効率的・効果的な
業務の推進につながるため、地
方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により、「大里広域地
域包括支援センター医師会なご
み」受託法人である「一般社団法
人深谷寄居医師会」へ随意契約
により委託するものです。

本業務は、地域住民が自ら主体
となって地域の中で歩いて通える
範囲の場所（集会所や自治会館
など）で継続して、重りを使った体
操（深谷ふっかつ体操）を行うこと
で、高齢者の閉じこもりや介護予
防、地域における見守りや支え
合いを図ることを目的に実施する
ものです。
本業務を、地域の様々な情報を
取集し、状況を把握し、地域にお
2,800,000 ける支え合いの体制づくりを中心
になって進めている「地域包括支
援センター」受託法人に委託し実
施することが、効率的・効果的な
業務の推進につながるため、地
方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により、「大里広域地
域包括支援センターはなみずき」
受託法人である「医療法人社団
優慈会」へ随意契約により委託
するものです。

No.

83

84

担当課名

長寿福祉課

長寿福祉課

契約名称

令和2年度「住民主体の通いの
場」支援等業務委託

令和2年度「住民主体の通いの
場」支援等業務委託

履行場所

各包括支援センター
担当地区内の自治会
館等

各包括支援センター
担当地区内の自治会
館等

契約締結日

令和2年4月1日

令和2年4月1日

履行期間

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

契約の相手方

社会福祉法人
深谷藤沢福祉会

医療法人 好文会

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

本業務は、地域住民が自ら主体
となって地域の中で歩いて通える
範囲の場所（集会所や自治会館
など）で継続して、重りを使った体
操（深谷ふっかつ体操）を行うこと
で、高齢者の閉じこもりや介護予
防、地域における見守りや支え
合いを図ることを目的に実施する
ものです。
本業務を、地域の様々な情報を
取集し、状況を把握し、地域にお
2,800,000 ける支え合いの体制づくりを中心
になって進めている「地域包括支
援センター」受託法人に委託し実
施することが、効率的・効果的な
業務の推進につながるため、地
方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により、「大里広域地
域包括支援センターふじさわ苑」
受託法人である「社会福祉法人
深谷藤沢福祉会」へ随意契約に
より委託するものです。
本業務は、地域住民が自ら主体
となって地域の中で歩いて通える
範囲の場所（集会所や自治会館
など）で継続して、重りを使った体
操（深谷ふっかつ体操）を行うこと
で、高齢者の閉じこもりや介護予
防、地域における見守りや支え
合いを図ることを目的に実施する
ものです。
本業務を、地域の様々な情報を
取集し、状況を把握し、地域にお
2,800,000 ける支え合いの体制づくりを中心
になって進めている「地域包括支
援センター」受託法人に委託し実
施することが、効率的・効果的な
業務の推進につながるため、地
方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により、「大里広域地
域包括支援センターあねとす病
院」受託法人である「医療法人
好文会」へ随意契約により委託
するものです。

No.

85

86

担当課名

長寿福祉課

長寿福祉課

契約名称

履行場所

令和２年度高齢者文化スポーツ
深谷市内
振興事業業務委託

令和3年度深谷市成年後見制度
深谷市内
利用促進事業業務委託

契約締結日

令和2年5月29日

令和3年3月29日

履行期間

令和2年6月1日から
令和3年3月31日まで

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

契約の相手方

深谷市老人クラブ連合会

社会福祉法人
深谷市社会福祉協議会

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

本事業は、老人クラブ会員等を
対象にスポーツ・レクリエーション
大会や文化芸能の集いを開催す
ることで、高齢者の健康増進や
生きがいづくりの支援を図るもの
です。
老人クラブは、昭和25年頃、高
齢者自らが集い、新たな役割を
求めて誕生した自主組織です。
生きがいと健康づくりや相互の支
え合いなど地域高齢者への福祉
を目的としていますが、一方で
1,255,000 様々な社会貢献活動も行ってい
ます。
これらのクラブで構成される深
谷市老人クラブ連合会は、101ク
ラブ、4704名の会員（R2.3.31時
点）を有しており、本事業を委託
する上で、広く市民へ参加機会を
設けることができ、事業を効果的
に実施するのに最も適した団体
であるため、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号により
随意契約とするものです。

社会福祉協議会は、福祉サービ
ス利用援助事業や各種高齢者・
障害者援助事業を行い、権利擁
1,523,000
護や生活支援の実績があり、専
門職後見人となりえる社会福祉
士が在籍しているため。

No.

87

88

担当課名

契約名称

保健センター がん集団検診業務委託

保健センター

履行場所

深谷市内

子宮頸がん、乳がん集団検診業
深谷市内
務委託

契約締結日

令和2年4月20日

令和2年4月20日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

令和2年4月20日から
令和3年3月31日まで

胃がん検診 4,950
円
肺がん検診 1,798
円
喀痰細胞診検査
3,267円
大腸がん検診
一般社団法人 深谷寄居
2,090円
医師会
前立腺がん検診
1,952円
結果郵送 242円
要精検者結果追
加郵送料 20円
要精検者受診勧
奨 402円

受診申込受付から結果通知、
データ管理に至るまで一貫した委
託が可能な市内医療機関が他に
ないため。

令和2年4月20日から
令和3年3月31日まで

（内診、頸部細胞
診）4,796円
（細胞診再検査）
4,499円
（視触診）3,608円
（視触診＋マンモ
グラフィ両側1方
向）7,282円
（視触診＋マンモ
グラフィ両側2方
向）8,228円
（視触診＋マンモ
グラフィ片側1方
向）6,693円
一般社団法人 深谷寄居 （視触診＋マンモ
医師会
グラフィ片側2方
向）7,282円
（マンモグラフィ両
側1方向）3,817円
（マンモグラフィ両
側２方向）4,763円
（マンモグラフィ片
側1方向）3,228円
（マンモグラフィ片
側２方向）3,817円
結果郵送 63円
要精検者結果追
加郵送料31円
要精検者受診勧
奨 402円

受診申込受付から結果通知、
データ管理に至るまで一貫した委
託が可能な市内医療機関が他に
ないため。

No.

担当課名

契約名称

89

保健センター 健康診査等業務委託

90

保健センター

履行場所

深谷市内

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

令和2年4月20日

令和2年4月20日から
令和3年3月31日まで

骨粗しょう症検診
1,936円
肝炎ウイルス検査
2,645円
健康増進法施行
規則第4条の2第4
号に定める健康診
査8,514円
血液一般検査
一般社団法人 深谷寄居
231円
医師会
30歳代健康診査
8,503円
血清クレアチニン
121円
心電図検査 1,511
円
眼底検査 1,045円
肝炎ウイルス検査
結果郵送 242円

令和2年4月20日

令和2年4月20日から
令和3年3月31日まで

一般社団法人 深谷寄居
1件111円 検診業務委託に付随する業務で
10,000部程度勧奨
医師会
あるため。

受診申込受付から結果通知、
データ管理に至るまで一貫した委
託が可能な市内医療機関が他に
ないため。

5,000部程度勧奨

子宮頸がん、乳がん検診受診勧 深谷寄居医師会メ
奨業務委託
ディカルセンター

1件105円

91

健康管理システム（健康かるて）
保健センター 風しん抗体検査・予防接種クーポ 深谷市内
ン作成委託

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和2年5月31日まで

ＡＧＳ株式会社

1,839,723円
内訳 作成部数
9,722部
＜作業＞
作業基本料一式
748,000円
封入封緘作業一
部20円
配送・納品33,000
円
＜作成料＞
クーポンシール1
枚23円
送付台帳1枚24円
送付用長3封筒1
枚19円
同封物1枚13円

本事業は令和元年度に引き続き
行う事業であり、令和元年度の委
託契約締結業者であり、かつ既
に導入されている健康管理シス
テムの委託業者であることから、
新たなシステム導入を行うことな
く本事業を行うことができるため。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

92

健康管理システム（健康かるて）
深谷市保健センター
保健センター 住基システムリアルタイム連携対
内
応

93

健康管理システム（健康かるて）
深谷市保健センター
保健センター 新型コロナウイルスワクチン接種
内
券作成業務委託

94

健康管理システム（健康かるて）
深谷市保健センター
保健センター 新型コロナウイルスワクチン対応
内
ツール導入

95

深谷市新型コロナウイルスワクチ
深谷市保健センター
保健センター ン接種に係るコールセンターの設
内
置・運営業務委託

契約締結日

令和3年1月9日

令和3年1月26日

令和3年2月25日

令和3年3月1日

履行期間

令和3年1月9日から
令和3年3月31日まで

令和3年1月26日から
令和3年3月31日

令和3年2月25日から
令和3年3月31日まで

令和3年3月1日から
令和3年7月31日まで

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

ＡＧＳ株式会社

左記業者は、健康管理システム
の開発者でシステム及び業務に
726,000 熟知しており、左記業者以外の
他の業者では対応ができないた
め。

ＡＧＳ株式会社

左記業者は、健康管理システム
の開発者でシステム及び業務に
8,846,817 熟知しており、左記業者以外の
他の業者では対応ができないた
め。

ＡＧＳ株式会社

左記業者は、健康管理システム
の開発者でシステム及び業務に
2,035,000 熟知しており、左記業者以外の
他の業者では対応ができないた
め。

株式会社ＪＴＢ

国民の命と暮らしを守る安心と希
望のための総合経済対策につい
て」の趣旨及び「新型コロナウイ
ルスワクチン接種体制確保事業
の実施に必要な締結（令和2年12
月18日厚労省健康局健康課予
53,041,602 防接種室通知）を踏まえ、地方自
治法施行令第167条の2第1項第
5号の規定に基づき選定。
また、数社からの資料提供及び
プレゼンテーションの結果、市が
必要とする内容を満たしているた
め。

No.

96

担当課名

契約名称

履行場所

深谷市新型コロナウイルスワクチ
深谷市保健センター
保健センター ン接種に係るワクチン接種予約
内
管理システム構築業務委託

子育て世帯への臨時特別給付金
97 こども青少年課 対応（パッケージ・システム適用 深谷市役所本庁舎内
費用）

令和２年度母子家庭等対策総合
98 こども青少年課 支援事業における児童扶養手当 深谷市役所本庁舎他
システム改修

99 こども青少年課

100 こども青少年課

ひとり親世帯臨時特別給付金に
深谷市役所本庁舎内
係るシステム改修

子育て世帯ネギーカード等印刷
封入封緘業務

深谷市役所本庁舎内

契約締結日

令和3年3月8日

令和2年6月1日

令和2年6月25日

令和2年6月26日

令和2年6月22日

履行期間

令和3年3月8日から
令和3年3月31日まで

令和2年6月1日から
令和2年8月31日まで

令和2年6月25日から
令和3年3月26日まで

令和2年6月26日から
令和2年10月31日まで

令和2年6月22日から
令和2年8月31日まで

契約の相手方

株式会社ＪＴＢ

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

国民の命と暮らしを守る安心と希
望のための総合経済対策につい
て」の趣旨及び「新型コロナウイ
ルスワクチン接種体制確保事業
の実施に必要な締結（令和2年12
月18日厚労省健康局健康課予
11,132,000
防接種室通知）を踏まえ、地方自
治法施行令第167条の2第1項第
5号の規定に基づき選定。
また、数社からの資料提供及び
プレゼンテーションの結果、市が
必要とする内容を満たしているた
め。

ＡＧＳ株式会社

総合行政システムの導入業者で
あり、システムや業務に熟知して
3,091,000 おり、他の業者ではシステム改修
や保守などの対応ができないた
め。

ＡＧＳ株式会社

総合行政システムの導入業者で
あり、システムや業務に熟知して
684,200 おり、他の業者ではシステム改修
や保守などの対応ができないた
め。

ＡＧＳ株式会社

総合行政システムの導入業者で
あり、システムや業務に熟知して
2,596,000 おり、他の業者ではシステム改修
や保守などの対応ができないた
め。

株式会社テンプリント

新型コロナウイルス感染症拡大
により、経済的に影響を受けてい
る子育て世帯の負担の軽減及び
休業要請等で落ち込んだ地域経
済の活性化を目的として緊急に
対策する必要があり、関連業務
4,815,022
の実績に基づく印刷製本と封入
封緘までを短時間で行える事業
者を選定する必要があることか
ら、ネギーカードの制作実績があ
り、迅速かつ確実な対応が可能
であるため。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

ひとり親世帯臨時特別給付金（基
101 こども青少年課 本給付）再支給に係るシステム改 深谷市役所本庁舎内
修

102 こども青少年課

深谷市子育て応援きずなメール
事業業務委託

深谷市全域

契約締結日

履行期間

契約の相手方

令和2年12月14日

令和2年12月14日から
令和3年1月31日まで

ＡＧＳ株式会社

令和3年3月17日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人
きずなメール・プロジェクト

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

総合行政システムの導入業者で
あり、システムや業務に熟知して
605,000 おり、他の業者ではシステム改修
や保守などの対応ができないた
め。

妊娠期から子育て期にわたる、胎児
および児の成長や育児等に関するア

1,258,984 ドバイスをメールで配信をできる業者
は左記業者以外にないため

深谷市ファミリーサポートセン
103 こども青少年課
ター事業業務委託

深谷市全域

深谷市緊急サポート事業業務委
104 こども青少年課
深谷市全域
託

令和３年度児童手当事務一括処 深谷市役所
105 こども青少年課
理業務
こども青少年課

令和3年3月17日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人
病児保育を作る会

埼玉県内でも実績のある法人で、深
谷市ファミリーサポートセンター事業
1,747,778 実施要綱に基づく事業の運営を適切
に行うことのできる法人を選定

令和3年3月17日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人
病児保育を作る会

埼玉県内でも実績のある法人で、深
谷市緊急サポートセンター事業実施
1,320,000 要綱に基づく事業の運営を適切に行
うことのできる法人を選定

令和3年3月19日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

総合行政システムの導入業者であ
り、システムや業務に熟知しており、
787,050 他の業者ではシステム改修や保守な
どの対応ができないため。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

令和３年度児童手当現況届一括 深谷市役所
106 こども青少年課
処理業務
こども青少年課

107

保育課

放課後児童支援員人材派遣業
務委託契約

深谷市内

契約締結日

令和3年3月19日

令和2年4月1日

履行期間

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和2年9月30日まで

契約の相手方

ＡＧＳ株式会社

株式会社アスカクリエイト

108

保育課

放課後児童支援員人材派遣業
務委託契約

深谷市内

令和2年10月1日

令和2年10月1日から
令和3年3月31日まで

株式会社アスカクリエイト

109

保育課

公立学童保育室機械警備設置
工事

深谷市仲町地内 他

令和3年2月16日

令和3年2月17日から
令和3年3月31日まで

ビソー工業株式会社

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

総合行政システムの導入業者であ
り、システムや業務に熟知しており、
513,040 他の業者ではシステム改修や保守な
どの対応ができないため。

公立学童保育室の増加する入室
希望児童を受け入れるため、支
援員（有資格者）の求人・雇用を
行っているが、人員確保が間に
（時給） 2,475
合わない事により、緊急的に不
足人員を補うため、前年度実績
があり、緊急対応が可能な左記
の事業者を選定した。
公立学童保育室の増加する入室
希望児童を受け入れるため、支
援員（有資格者）の求人・雇用を
行っているが、人員確保が間に
（時給） 2,475
合わない事により、不足人員を補
うため、今年度実績があり、緊急
対応が可能な左記の事業者を選
定した。
市内の公共施設の防犯設備の
保守管理業務を左記業者が請け
負っている。
小学校内にある学童保育室に新
たに機械警備機器を設置する際
に、既設の小学校の機械警備と
の調整が必要となる。左記業者
は小学校の機械警備機器の状
況など、現場を十分に熟知してい
4,679,400
ることから、新たに機械警備機器
を設置する際の調整が確実であ
る。
また、今後の保守管理について
は左記業者が保守することから、
左記業者が管理できる仕様にす
る必要があり、このことからも他
者より安価に工事を実施できる。

No.

110

担当課名

契約名称

農業振興課 森林現況調査業務委託

履行場所

深谷市本田地内ほか

111

農業振興課

深谷市花植木公設地方卸売市
場ＰＣＢ廃棄物処理業務委託

深谷市櫛引地内（深
谷市花植木公設卸売
市場）

112

農業振興課

アクアパラダイス・パティオ入退
場管理システム更新業務委託

深谷市樫合地内

113

農業振興課

深谷農業振興地域整備計画書
作成業務委託

深谷市内全域

契約締結日

令和2年8月3日

履行期間

契約の相手方

契約の相手方を選定した理由

令和2年8月3日から
令和3年3月19日まで

埼玉県中央部森林組合

左記業者は、森林調査に必要な
森林簿、森林計画図及び森林ＧＩ
Ｓ等の情報を備えており、当該業
1,540,000
務の経験、知識等を有しているた
め、契約相手として最も適した業
者であるため。

左記業者は、本市のＰＣＢ廃棄物
処理業務の登録を行っている業
者であり、当該業務の経験、知識
1,047,200
を有していることから、契約相手
として最も適した業者であるた
め。

令和2年6月18日

令和2年6月18日から
令和3年3月31日まで

中間貯蔵・環境安全事業
株式会社 北海道ＰＣＢ処
理事業所

令和2年11月30日

令和2年11月30日から
令和3年3月31日まで

株式会社エルコム

令和2年12月1日

契約金額（税込）

令和2年12月1日から
令和3年3月26日まで

朝日航洋株式会社
埼玉支店

左記業務に係るプロポーザル審
27,258,000 査委員会による審査にて優先交
渉権者として決定されたため。

左記業者は、平成２９年度に本
市発注の農業振興地域整備計
画の見直しに係る基礎資料調査
等の業務を実施しており、データ
を保有し、状況等を把握している
1,540,000
ほか、当該業務の経験、知識等
を有しているため。また、当該業
者に履行させた方が、経費の削
減、履行期間の短縮、円滑な業
務の遂行が図れるため。

No.

114

115

担当課名

商工振興課

商工振興課

契約名称

令和2年国勢調査 深谷市調査
用品仕分け配送業務委託

令和2年国勢調査 調査区地図
作成業務委託

一店逸品（一品）支援事業業務
委託

履行場所

深谷市商工振興課

深谷市商工振興課

116

商工振興課

深谷市内

117

深谷市事業者非接触型取組支
商工振興課
深谷市内
援事業相談サポート等業務委託

契約締結日

令和2年5月25日

令和2年5月29日

履行期間

令和2年7月1日から
令和2年9月18日まで

令和2年5月29日から
令和2年9月30日まで

令和2年7月22日

令和2年7月22日から
令和3年3月31日まで

令和2年10月1日

令和2年10月1日から
令和3年3月15日まで

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

熊谷通運株式会社

調査用品の保管や仕分け業務を
行うための倉庫や仕分け人員の
確保また、市内調査員へ個別配
送を行う事のできる近隣運送業
者に打診したところ、この業務を
行えると回答があったのが熊谷
津運株式会社1社であったため。
熊谷通運株式会社は前回の国
2,590,912
勢調査時に、熊谷市や近隣市町
村の委託を受けた実績があり、
近隣市町村でも同様の業務を委
託する考えがあるため早急に契
約をしなければ契約する機会を
失い、又は著しく不利な価格を
もって契約しなければならないこ
とになる恐れがあったため。

株式会社ゼンリン 大宮
営業所

ノウハウ、データ等の取得、業務
への習熟度や本体業務と密接に
関連する、埼玉県で発注する令
和2年国勢調査調査区要図の作
1,005,400 成業務を落札している株式会社
ゼンリン大宮営業所に発注する
事により、円滑かつ適正な履行
の確保を図ることができると認め
られたため。

深谷商工会議所

深谷商工会議所

①日常的に市内産業に係る情報
の収集・把握を行い、事業者との
関係を保持していること、
②利害関係者や地元関係者との
折衝・調整が日常的に行える者
であること、
16,300,000 このような事業者は深谷商工会
議所であり、また深谷商工会議
所は
③業務内容と同様の事業を長年
実施してきており、実績と総合的
なノウハウを有しているため。

日常的に市内産業に係る情報の
収集・把握や、事業者との関係性
2,375,760
保持を行っている必要があり、市
内商工団体が適当であるため

No.

担当課名

契約名称

履行場所

118

深谷市観光振興関連事業業務
商工振興課
委託

119

深谷市内各所、催事
深谷のまつり及び友好都市物産
商工振興課
等については各実施
振興関連事業業務委託
場所

120

深谷市事業者非接触型取組支
商工振興課
深谷市内
援事業相談サポート等業務委託

121

122

深谷市西島町地内

産業ブランド 令和２年度深谷市アグリテック集
深谷市岡地内ほか
推進室
積戦略実行支援業務委託

ふるさと納税支援に係る業務委
産業ブランド
託契約（運用代行プラン）に基づ 深谷市役所
推進室
く残務処理に関する契約

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

令和3年3月19日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

一般社団法人深谷市観
光協会

各種関係団体との協力連携が必
要とし、既に信頼関係が醸成され
8,354,000
ており、契約履行の為に必要とさ
れるノウハウがある

令和3年3月19日

令和3年4月1日まで
令和4年3月31日まで

一般社団法人深谷市観
光協会

各種関係団体との協力連携が必
要とし、既に信頼関係が醸成され
18,425,000
ており、契約履行の為に必要とさ
れるノウハウがある

令和2年10月1日

令和2年10月1日から
令和3年3月15日まで

令和2年4月9日

令和2年4月1日

令和2年4月9日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

ふかや市商工会

株式会社トラストバンク

株式会社トラストバンク

日常的に市内産業に係る情報の
収集・把握や、事業者との関係性
2,549,900
保持を行っている必要があり、市
内商工団体が適当であるため

本業務内容は、平成３０年度に
策定した戦略書に基づいて事業
を推進しており業務内容に連続
性があります。このため、昨年度
の委託先である株式会社トラスト
バンクと契約して事務を進めてい
29,981,000
くことで、効果を発揮でき、また、
継続することで経費を抑えること
ができるものと考えます。さらに
は、業務内容の特殊性（企業へ
の出資交渉等）から、実績のある
業者と契約する必要があるため

寄附金額の８％に
消費税及び地方
消費税相当額を加
算した額

昨年度までの契約に基づく残務
処理として、昨年度までの寄附受
入分に関する寄附者からの問い
合わせ対応等に関する契約であ
り、左記事業者以外に実施でき
ないため

No.

123

担当課名

契約名称

履行場所

産業ブランド
ふるさと納税支援業務委託契約 深谷市役所
推進室

ふるさと納税支援に係る業務委
産業ブランド
124
託契約（運用代行プラン）に基づ 深谷市役所
推進室
く残務処理に係る契約

125

野菜を楽しめるまちづくり戦略マ
産業ブランド
ネジメントプロモーション実行支 深谷市岡地内ほか
推進室
援業務委託

126

野菜を楽しめるまちづくり戦略地
産業ブランド
域コーディネート実行支援業務委 深谷市岡地内ほか
推進室
託

127

企業経営課

深谷市浄化センター太陽光発電
深谷市新井地内
所保守管理業務委託

契約締結日

令和2年4月1日

令和2年4月1日

令和2年4月1日

履行期間

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

株式会社トラストバンク

「ふるさとチョイス」上でのお礼の
寄附金額の５％に
品や取組に関する業務委託であ
消費税及び地方
り、本業務については運営会社
消費税相当額を加
の左記事業者以外に実施できな
算した額
いため

レッドホースコーポレー
ション株式会社

昨年度までの契約に基づく残務
処理として、昨年度までの寄附受
お礼の品代及び送
入分のお礼品発送業務等に関す
料
る契約であり、左記事業者以外
に実施できないため。

株式会社バンブック

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

株式会社ノライエ

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和7年3月31日まで

JFEテクノス株式会社

本業務内容は、戦略書に基づい
て事業を推進していくことから、
業務内容に連続性があるため、
昨年度の委託先である㈱バン
12,100,000
ブックと契約して進めていくこと
で、戦略に沿った事業推進が円
滑に進み、かつ経費節減や時間
短縮が見込めるため。

昨年度の事業業務委託のなか
で、市内生産者や事業者の掘り
起こし等の事業について(株)バン
ブックから再委託を受けており、
4,400,000 生産者等との連携の実績や野菜
ソムリエプロとしての知見やネット
ワークを鑑み、戦略に沿った事業
推進が円滑に進み、かつ経費節
減や時間短縮が見込めるため。

「深谷市浄化センター大規模太
24,750,000 陽光発電設備建設事業プロポー
ザル」の企画提案書に基づくため

No.

担当課名

契約名称

履行場所

128

料金体系統合現地調査業務委
企業経営課
託

129

上下水道料金管理システム水道
企業経営課
深谷市水道庁舎内
基本料金減免計算業務委託

130

上下水道料金管理システム改修
企業経営課
深谷市水道庁舎内
(下水道使用料改定）業務委託

131

上下水道料金管理システム農業
企業経営課 集落排水処理施設使用料統合 深谷市水道庁舎内
対応業務委託

深谷市水道庁舎内

深谷市水道庁舎（岡
部浄水場内）

132

水道工務課 設計積算システム保守委託

133

深谷市水道台帳管理システム及
深谷市水道庁舎（岡
水道工務課 び下水道台帳管理システム保守
部浄水場内）
管理業務委託

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

令和2年6月15日

令和2年6月15日から
令和2年10月31日まで

株式会社 ジーシーシー
自治体サービス

検針業務を行い量水器の位置を
把握している業者に委託すること
4,730,000
で円滑な業務の履行及び経費を
抑えることができるため

令和2年5月25日

令和2年5月25日から
令和2年6月30日まで

富士通エフ・アイ・ピー 株
式会社

上下水道料金システムの開発業
者以外と契約した場合、既存設
1,595,000
備の使用及び窓口業務等に支障
が生ずる可能性があるため

令和2年7月30日

令和2年7月30日から
令和2年9月30日まで

富士通エフ・アイ・ピー株
式会社

上下水道料金システムの開発業
者以外と契約した場合、既存設
2,640,000
備の使用及び窓口業務等に支障
が生ずる可能性があるため

令和2年9月25日

令和2年9月25日から
令和3年3月31日まで

富士通エフ・アイ・ピー株
式会社

上下水道料金システムの開発業
者以外と契約した場合、既存設
8,800,000
備の使用及び窓口業務等に支障
が生ずる可能性があるため

株式会社ティーユーシー

左記業者より積算システムを購
入しており、システム及び業務を
1,080,200 熟知した左記業者以外の他の業
者では保守対応ができないた
め。

水道マッピングシステム
株式会社

左記業者は、台帳管理素ステム
の開発者でシステム及び業務を
2,069,100 熟知しており、左記業者以外の
他の業者では保守対応ができな
いため。

令和2年4月1日

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

No.

担当課名

契約名称

履行場所

深谷市上柴町西1丁
目地内

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

株式会社テラダ

道路整備事業に伴う仮設配水管
を左記業者からリースしており、
1,877,700
事業完了まで継続した賃貸借契
約が必要となるため。

東芝インフラシステムズ㈱
北関東支店

当該設備の設置メーカーであり、
製品内容を熟知していることから
1,028,500
的確な点検の執行、修繕計画策
定が行えるため

134

水道工務課 仮設配水管賃貸借

135

深谷市水道事業 非常用自家発
水道工務課 電設備保守点検業務委託（その 深谷市岡部地内
１）

令和2年11月24日

令和2年11月24日から
令和3年3月26日まで

136

深谷市水道事業 非常用自家発
深谷市武蔵野地内ほ
水道工務課 電設備保守点検業務委託（その
か
２）

令和2年11月24日

令和2年11月24日から
令和3年3月26日まで

三菱電機プラントエンジニ
アリング㈱東日本本部
北関東営業所

1,067,000

137

深谷市水道事業 非常用自家発
水道工務課 電設備保守点検業務委託（その 深谷市原郷地内ほか
３）

令和2年11月24日

令和2年11月24日から
令和3年3月26日まで

ヤンマーエネルギーシス
テム㈱東京支社

当該設備の設置メーカーであり、
製品内容を熟知していることから
1,276,000
的確な点検の執行、修繕計画策
定が行えるため

138

139

水道工務課 石綿管処分（その４）

都市計画課 深谷駅開閉管理業務委託

深谷市岡地内

深谷市西島町３丁目
地内

令和2年12月25日

令和2年7月20日

令和2年12月25日から
令和3年3月31日まで

令和2年8月1日から
令和3年3月31日まで

当該設備の設置メーカーであり、
製品内容を熟知していることから
的確な点検の執行、修繕計画策
定が行えるため

株式会社 青木工務店

下水道工事に伴い支障となる石
綿管を撤去・処分するものである
ことから、原因工事受託者へ業
949,850
務委託することにより、施工管理
及び費用等において有利になる
と見込まれるため。

ビソー工業株式会社深谷
支店

左記業者は、総務防災課発注の
深谷駅行政施設の警備業務を請
748,000 け負っており、本業務による閉館
作業を実施することで緊急時の
迅速な対応が可能となるため。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

市営宿根住宅改修工事（５年棟）
深谷市宿根地内
監理業務委託

140

建築住宅課

141

指定道路情報システム維持管理
建築住宅課
建築住宅課
業務委託

142

建築住宅課

143

144

145

都市計画課

深谷市営住宅管理代行業務
（年度協定）

深谷市開発許可情報システム保
都市計画課
守・運用支援業務委託

都市計画課 深谷駅開閉管理業務委託

都市計画課

深谷市営住宅
（全１０住宅）

深谷駅昇降設備保守点検業務
委託

深谷市西島町３丁目
地内

深谷市西島町地内

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

富田一級建築士事務所

左記の業者は「市営宿根住宅改
修工事（５年棟）」の設計者であ
り、今回の工事内容を熟知してお
り、工事監理者とすることで、監
理業務委託費積算上の「設計図
書の内容の把握」が対象外業務
2,530,000
となることや、本年度設計業務発
注時に計上した技術料等経費を
控除項目として取り扱えることか
ら、業務委託費を削減でき、発注
者にとって有利な条件となるた
め。

令和3年3月3日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日

株式会社 ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ

左記システムは、深谷市統合型
WebGISに搭載されており、その
2,475,000 開発業者（契約の相手方）以外で
は、維持管理業務の対応ができ
ないため

令和3年3月26日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

埼玉県住宅供給公社

令和3年3月1日

令和３年３月１日から
令和５年２月２８日まで
（長期継続契約）

令和2年8月10日

令和2年8月10日から
令和3年3月31日まで

令和3年2月26日

令和3年1月29日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

内田洋行

公営住宅法第47条第1項の規定
59,157,582 に基づき管理代行の相手方が左
記業者に限定されるため。

左記業者は、開発許可システム
の開発者でシステム及び業務に
844,800 熟知しており、左記業者以外の
他の業者では対応ができないた
め。

ビソー工業株式会社深谷
支店

左記業者は、総務防災課発注の
深谷駅行政施設の警備業務を請
1,124,200 け負っており、本業務による閉館
作業を実施することで緊急時の
迅速な対応が可能となるため。

東芝エレベータ株式会社
北関東支社

本事業者は、深谷駅に設置され
ている昇降設備の製造業者であ
り、設備の詳細及び保守に関す
る整備に精通している。また、製
2,468,400 造業者が構築した遠隔監視装置
により緊急時の迅速な対応が可
能であり、利用者の安全で快適
な利用環境を提供できるため選
定をしたものである。

No.

146

147

担当課名

都市計画課

契約名称

深谷駅市民サービスセンター等
管理業務委託

履行場所

深谷市西島町地内

公園緑地課 土木積算システム保守点検業務委託 公園緑地課

国済寺土地区画整理事業 選挙 国済寺土地区画整理
人名簿作成業務委託
事業地内

148

区画整理課

149

道路除草業務委託（唐沢川占用
道路管理課
本住町地内ほか
箇所）

150

151

道路管理課

道路管理課

境界復元及び数値情報化業務委
大谷地内
託(深谷第38)

地籍簿及び地籍図複図作成業務
大谷地内
委託(深谷第39)

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

来客者対応は観光案内に関連し
た案件が多く、観光情報に精通し
た知識や経験が必要である。つ
2,960,986
いては、市内で唯一観光情報を
専門に取扱っている本事業者を
選定した。

令和3年1月28日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

一般社団法人深谷市観
光協会

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

株式会社 リサーチアンド
ソリューション 東京支社

土木積算システムは、業者により
独自に開発されており業者を変
426,800
更すると、システムが使用できな
くなり業務に支障をきたすため。

昭和株式会社 深谷営業
所

左記業者は、過去に当該事業地
内における同業務委託を受注し
ており、過去の実績から概算見
2,376,000 積りを徴し、設計額と比較した結
果、経費削減が図れることを確認
した。以上により、競争入札に付
することが不利と判断したため。

㈱内田建設工業

左記業者は、本業務と同区域内
で行われる県除草業務委託を受
3,899,500 注しており、業務の安全・円滑か
つ適切な施工を確保する上で有
利と認められるため。

㈱協同測地開発

調査地区を熟知しており、現地踏
査・資料整理等の諸経費の削減
が見込まれることや、対象となる
3,883,000 市民等の協力を得るために信頼
関係の醸成を有するため。また、
設計額に比した大幅な経費の削
減を図ることができるため。

㈱協同測地開発

Ｈ工程の閲覧業務において、境
界確認等の状況を把握し、その
内容となる土地所有者等へ説明
する必要があり、業務の円滑な
遂行にあたっては、土地氏所有
3,740,000
者等から信頼関係を有しているこ
が求められます。また、昨年度成
果を保有していることにより、一
部経費の削減ができるなど有利
と認められるため。

令和2年5月29日

令和2年5月29日から
令和2年10月30日まで

令和2年6月15日

令和2年6月15日から
令和2年11月27日まで

令和2年4月17日

令和2年6月5日

令和2年4月17日から
令和3年3月31日まで

令和2年6月5日から
令和3年3月31日まで

No.

担当課名

契約名称

履行場所

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

左記業者は、年度協定により自
由通路の点検を実施しており、一
618,200 体として業務を実施した場合、他
の業者と比して著しい経費の節
減が可能なため。

152

道路管理課

橋梁定期点検業務委託（R2岡部
深谷市岡地内
駅自由通路）

令和2年8月4日

令和2年8月4日から
令和3年1月29日まで

JR東日本コンサルタンツ
株式会社 上信越支店

153

道路管理課

武川駅自由通路エレベータ保守
菅沼地内ほか
点検業務委託

令和3年1月13日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ東関東支
社

同社製製品の保守点検業務であ
1,095,600 り、機種・基盤について、熟知し
ているため。

154

埼玉県土木積算システム運用に
道路河川課 伴うプログラム等の配布に関する 深谷市役所
業務

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

埼玉県住宅供給公社

1,169,740

155

道路河川課 測量設計業務委託(R2-6)

土木積算システムの運用に伴う
プログラムの作成は左記業者が
行っており、他の業者では対応が
できないため。

深谷市上野台地内

令和3年2月12日

令和3年2月12日から
令和3年5月31日まで

ユニオン測量株式会社

測量調査設計業務委託(R2-2)を
受託しており、この業務委託に伴
う雨水排水先確保のための雨水
1,232,000
管の測量設計業務であり、左記
業者に委託することで経費削減
を図れるため。

156

指令課

Ｎet119緊急通報システム導入

深谷市消防本部

令和2年8月21日

令和2年9月1日から
令和3年1月31日まで

株式会社富士通ゼネラル

24時間365日の緊急対応及び保
3,058,000 守点検対応可能な業者が左記の
業者のみであるため。

157

指令課

高機能消防指令システム
消防救急デジタル無線設備
保守点検

消防本部及び各分署

令和3年2月18日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

株式会社富士通ゼネラル

24時間365日の緊急対応及び保
22,843,700 守点検対応可能な業者が左記の
業者のみであるため。

令和2年6月8日

令和2年7月1日から
令和3年3月31日まで

株式会社フューチャーイン

左記業者は、議会システムの開
発者でシステム及び業務を熟知
1,386,000
しており、左記業者以外の他の
業者では対応ができないため。

158

議会中継システムの映像配信運 深谷市役所
議会事務局
用管理業務委託
議会事務局

No.

159

160

161

162

163

担当課名

教育施設課

教育施設課

教育施設課

契約名称

川本北小学校体育館大規模ほ
か改修工事監理業務委託

履行場所

深谷市長在家地内

藤沢小学校第一校舎トイレ改修
深谷市人見地内
工事監理業務委託

岡部中学校南校舎ほかトイレ改
深谷市山河地内
修工事監理業務委託

小学校ガスエアコンフロン漏えい
深谷市人見地内ほか
教育施設課 点検業務委託（ダイキン、東芝
１２か所
製）

中学校ガスエアコンフロン漏えい
深谷市人見地内ほか
教育施設課 点検業務委託（ダイキン、東芝
６か所
製）

契約締結日

令和2年6月29日

令和2年6月29日

令和2年6月29日

令和2年6月12日

令和2年6月12日

履行期間

令和2年6月29日から
令和3年3月5日まで

令和2年6月29日から
令和2年10月7日まで

令和2年6月29日から
令和2年11月9日まで

令和2年6月12日から
令和2年10月30日まで

令和2年6月12日から
令和2年10月30日まで

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

萩原一級建築士事務所

設計者と同一の者に監理業務を
委託する場合、監理業務委託設
計積算過程において、設計内容
を熟知しているとして「設計図書
5,060,000
の内容の把握」を対象外業務と
することが出来る等、有利な条件
（設計額の削減）で契約を締結出
来ることが見込めるため。

SD建築工房

設計者と同一の者に監理業務を
委託する場合、監理業務委託設
計積算過程において、設計内容
を熟知しているとして「設計図書
3,036,000
の内容の把握」を対象外業務と
することが出来る等、有利な条件
（設計額の削減）で契約を締結出
来ることが見込めるため。

SD建築工房

設計者と同一の者に監理業務を
委託する場合、監理業務委託設
計積算過程において、設計内容
を熟知しているとして「設計図書
2,585,000
の内容の把握」を対象外業務と
することが出来る等、有利な条件
（設計額の削減）で契約を締結出
来ることが見込めるため。

株式会社キャプティ

緊急対応時に部品等の手配がス
ムーズな機器製造メーカーの正
規代理店であり、また、同一業者
1,298,000 に保守点検業務委託しており定
期保守点検と同時実施すること
により出張費用を削減することが
できるため。

株式会社キャプティ

緊急対応時に部品等の手配がス
ムーズな機器製造メーカーの正
規代理店であり、また、同一業者
557,700 に保守点検業務委託しており定
期保守点検と同時実施すること
により出張費用を削減することが
できるため。

No.

担当課名

164

教育施設課

165

166

167

168

169

170

契約名称

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

深谷市菅沼地内

令和2年9月23日

令和2年9月23日から
令和3年9月30日まで

株式会社佐野建築研究
所

教育施設課 小学校電気保安業務委託

深谷市蓮沼地内ほか
１８か所

令和3年2月4日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

一般社団法人関東電気
保安協会 埼玉事業本部

3,754,951

教育施設課 中学校電気保安業務委託

深谷市新井地内ほか
９か所

令和3年2月4日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

一般社団法人関東電気
保安協会 埼玉事業本部

夜間・休日、緊急時の対応が迅
速に行える２４時間体制が整い、
2,002,400
中学校の電気配線系統を十分に
熟知しているため。

ヤンマーエネルギーシス
テム株式会社 東京支社

機器製造メーカーが保守点検を
行うことで、点検時の消耗品交
換、故障時の部品交換等につい
1,563,100
て有利。また、遠隔監視により常
に管理でき、迅速に故障への対
応ができるため。

ヤンマーエネルギーシス
テム株式会社 東京支社

機器製造メーカーが保守点検を
行うことで、点検時の消耗品交
換、故障時の部品交換等につい
921,800
て有利。また、遠隔監視により常
に管理でき、迅速に故障への対
応ができるため。

株式会社キャプティ

機器製造メーカーが保守点検を
行うことで、点検時の消耗品交
換、故障時の部品交換等につい
964,700
て有利。また、遠隔監視により常
に管理でき、迅速に故障への対
応ができるため。

教育施設課

教育施設課

教育施設課

川本複合施設建設工事設計業
務委託

履行場所

小学校ガスエアコン保守点検業 深谷市田谷地内ほか
務委託 GHP YESパートナー契約 ５か所

中学校ガスエアコン保守点検業 深谷市田谷地内ほか
務委託 GHP YESパートナー契約 ３か所

小学校ガスエアコン保守点検業
務委託 GHP総合保守契約

深谷市人見地内ほか
１２か所

学校教育課 小学校ホスティングサービス使用 市内各小学校

令和3年2月15日

令和3年2月15日

令和3年3月3日

令和2年4月1日

令和3年4月１日から
令和4年3月31日まで

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

Knet株式会社

63,250,000 公募型プロポーザル方式による

夜間・休日、緊急時の対応が迅
速に行える２４時間体制が整い、
小学校の電気配線系統を十分に
熟知しているため。

過去5年以上にわたり、本市小・
食う学校のインターネット環境の
維持整備を行っており、機器の熟
2,691,920
知度及び過去の実績・経験を考
慮して、最も誠実かつ効率的な
業務の履行ができるため。

No.

171

172

担当課名

学校教育課

契約名称

小学校プロバイダー接続
（フレッツ光接続サービス）

履行場所

市内各小学校

学校教育課 中学校ホスティングサービス使用 市内各小学校

173

学校教育課

中学校プロバイダー接続
（フレッツ光接続サービス）

174

学校教育課

標準学力検査NRT 認知能力検 深谷市立各小・中学
査NINO 業務委託
校

175

深谷市スズキ校務シリーズ指導 深谷市役所 サーバ
学校教育課
要録カスタマイズ業務委託
室内

市内各小学校

176

学校教育課 英検ＩＢＡ業務委託

深谷市立中学校

177

深谷市立教育研究所・深谷市ﾎﾞﾗ
深谷市本住町１２番８
学校教育課 ﾝﾃｨｱ交流ｾﾝﾀｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点
号
検業務委託

契約締結日

令和2年4月1日

令和2年4月1日

履行期間

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

Knet株式会社

過去6年以上にわたり、本市小・
食う学校のインターネット環境の
維持整備を行っており、機器の熟
969,760
知度及び過去の実績・経験を考
慮して、最も誠実かつ効率的な
業務の履行ができるため。

Knet株式会社

過去7年以上にわたり、本市小・
食う学校のインターネット環境の
維持整備を行っており、機器の熟
1,416,800
知度及び過去の実績・経験を考
慮して、最も誠実かつ効率的な
業務の履行ができるため。
過去8年以上にわたり、本市小・
食う学校のインターネット環境の
維持整備を行っており、機器の熟
510,400
知度及び過去の実績・経験を考
慮して、最も誠実かつ効率的な
業務の履行ができるため。

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

Knet株式会社

令和2年4月9日

令和2年4月9日から
令和2年7月31日まで

有限会社蛭川書店

1,923,470

令和2年10月7日

令和2年10月7日から
令和3年1月31日まで

東日本電信電話株式会
社 埼玉事業部

左記業者はシステムとサーバー
の導入業者で、市内全小・中学
3,080,000 校で既に運用されている。左記業
者以外の他の業者では対応でき
ないため。

令和2年11月26日

令和2年11月26日から
令和3年3月31日まで

公益財団法人日本英語
検定協会

英検ＩＢＡを実施しているのは左
記業者のみであり、左記業者以
640,000
外の他の業者では対応ができな
いため。

令和3年3月29日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

東芝エレベーター株式会
社北関東支社

製造・販売から監視・保守までの
726,000 一貫体制を取っており、緊急時の
対応が速やかに行えるため。

取扱業者が市内に１店舗しかな
いため。

No.

178

担当課名

文化振興課

契約名称

史跡幡羅官衙遺跡群保存活用
計画策定業務委託（Ｒ２）

履行場所

深谷市東方地内ほか

本業務は、左記業者が昨年度受
託した計画策定業務の後半部分
にあたるもので、連続したもので
1,980,000
あり、また昨年度の業務を踏まえ
て今年度全体の計画をとりまとめ
る業務であるため

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

「渋沢栄一翁と論語の里」
ボランティアの会 会長
三森通安

当該団体は論語の里におけるボ
1,000,000 ランティア活動を目的として設立
された団体であるため

深谷市血洗島地内ほ
か

令和3年2月18日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

ビソー工業株式会社

該当施設の所在地域の別の市
管理施設の警備業者であり、緊
660,000
密・迅速な対応が期待できるた
め。

スマートフォン用アプリケーション
渋沢栄一記念館ほか
ソフト運用保守業務委託

令和3年2月25日

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

株式会社協和エクシオ

860,200

渋沢栄一記念 旧渋沢邸「中の家」施設巡回警
181
館
備業務

図書館

契約の相手方を選定した理由

公益財団法人 文化財建
造物保存技術協会

渋沢栄一記念 渋沢栄一ゆかりの「論語の里」活 尾高惇忠生家、「中
館
性化事業業務委託
の家」南側施設ほか

184

有限会社歴史環境研究
所

契約金額（税込）

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

180

明戸公民館

令和2年4月20日から
令和3年3月31日まで

契約の相手方

令和3年3月19日

ホフマン輪窯六号窯保存修理工
深谷市上敷免地内
事設計・監理業務委託（Ｒ３）

文化振興課

183

令和2年4月20日

履行期間

継続するホフマン輪窯六号窯保
存修理工事の設計・監理業務で
あり、重要文化財建造物修理工
23,430,000 事主任技術者を有することが必
要であることから、左記業者以外
の他の業者では対応できないた
め。

179

182 渋沢栄一記念館

契約締結日

明戸公民館 体育室LED照明器
明戸公民館 体育室
具

令和２年度エレベーター保安点
検業務委託

市立図書館

当該業者が、本アプリケーション
の開発業者であるため。

令和3年3月4日

令和3年3月4日から
令和3年3月26日まで

アイリスオーヤマ株式会
社

製造・販売・設置を一体に手がけ
ており、他の業者と比べて著しく
有利な価格で契約できる見込み
2,992,000
があり、さらには、納品から取付
工事まで最も安全かつ効率的な
履行が期待できるため。

令和2年4月1日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

東芝エレベータ株式会社
北関東支社

当該業者が設備の当初設置者で
あり、点検の実施や修繕が必要
508,200
になった場合、もっとも適切な対
応が期待できるため。

