平成３０年度 特命随意契約締結状況
No.

担当課名

1

産業拠点整備室

2

財政課

3

財政課

契約名称

花園ＩＣ拠点地区電線地中化
設計業務委託（３０－１）

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

市が進める花園ＩＣ拠点地区の東電柱
移設に関わっており、左記業者に委託
することで協議調整期間の短縮及び経
費の削減が図れるため。

平成30年4月16日

平成30年4月16日から
平成30年11月30日まで

東電ﾀｳﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ株式会社
地域開発ｶﾝﾊﾟﾆｰ

1,728,000

財務会計システム保守業務委託 全庁

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

株式会社BSNアイネット

4,017,600 システムが自社による開発のため。

統合資産管理システム利用

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

株式会社BSNアイネット

842,400 システムが自社による開発のため。

平成30年4月27日

平成30年4月27日から
平成31年3月29日まで

世紀工業株式会社

防災行政無線及びＪ－ＡＬＥＲＴシステム
を熟知しており、左記以外の他業者では
6,177,600
事案発生など緊急時の対応が困難であ
るため。

平成30年7月6日

平成30年7月9日から
平成30年9月14日まで

ビソー工業株式会社
深谷支店

左記業者は本庁舎警備及び西側入口
1,541,646 の横断誘導業務を行っており、現地に
精通しているため。

平成30年10月22日

平成30年11月1日から
平成31年3月31日まで

株式会社モアサービス

指名入札が不調となったため、最低価
1,620,000 格を提示した左記業者と契約交渉を
行ったため。

深谷市永田地内

全庁

4

総務防災課

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥ
深谷市庁舎内
ＲＴ）更新工事

5

総務防災課

本庁舎駐車場案内業務委託

6

総務防災課

深谷市役所本庁舎清掃業務委託 深谷市仲町１１－１

深谷市仲町１１－１

7

総務防災課

庁舎自家用電気工作物保安管理
深谷市仲町地内ほか
業務委託

平成31年2月8日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

一般社団法人 関東電気保
安協会

8

総務防災課

本庁舎エレベーター保守点検業
務委託

平成31年2月8日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

東芝エレベータ株式会社 北
関東支社

深谷市仲町地内

本業務は、庁舎の電気設備の中枢設備
の保守管理となっており、本設備におい
て不具合が発生した場合、庁舎内の業
務全体に深刻な影響を及ぼす恐れがあ
632,028
るため、十分な管理体制及び早急な復
旧依頼に対応可能なことが必要であり、
左記業者以外では対応が困難であるた
め。
本庁舎のエレベーターについては、多く
の利用者がおり、適正かつ安全な稼働
を常時保持する必要がある。また、本庁
舎のエレベーターは設置から26年以上
が経過し、老朽化が進んでおり、本業務
452,304 は機器を熟知して通常より精度の高い
点検ができること及び緊急時・故障時に
おける早急な復旧対応のため必要な部
品を迅速に手配することが必要であり、
左記業者以外では対応が困難であるた
め。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

庁内の業務において電話設備は必要不
可欠な設備であり、不具合等が発生し
た場合業務に重大な影響が発生してし
803,520 まうことから、本庁舎に設置している電
話交換機のメーカーであり、庁内の電話
設備に精通している左記業者以外の他
の業者では対応ができないため。

深谷市新庁舎ネットワークシステ 埼玉県深谷市仲町１
平成30年4月16日
ム構築基本設計業務
１番１号 等

平成30年4月16日から
平成31年3月18日まで

東日本電信電話株式会社
埼玉事業部

5,032,800

プロポーザル競技を行うことによって、
提案やプレゼンテーション内容を評価
し、最も優れた提案者として特定したた
め。

情報システム課

総合行政システム番号制度対応 深谷市役所 本庁舎
平成30年4月24日
業務委託(厚労省平成30年度分） 内他

平成30年4月24日から
平成30年9月28日まで

ＡＧＳ株式会社

3,132,000

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、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。

情報システム課

総合行政システム番号制度対応 深谷市役所 本庁舎
平成30年4月24日
業務委託(総務省平成30年度分） 内他

平成30年4月24日から
平成30年9月28日まで

ＡＧＳ株式会社

1,512,000

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、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。

10

情報システム課

11

12

13

新庁舎建設
推進室

深谷市新庁舎建設工事監理業務
深谷市仲町地内
委託

14

新庁舎建設
推進室

協働推進課

16

契約の相手方

沖ウィンテック株式会社 北
関東支店

総務防災課

15

履行期間

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

9

本庁舎電話交換機保守点検業務
深谷市仲町地内
委託

契約締結日

協働推進課

平成31年2月8日

平成30年5月25日から
令和3年3月31日まで

株式会社佐藤総合計画

深谷市新庁舎什器・備品調達及
深谷市仲町地内ほか 平成30年6月4日
び文書管理改善等支援業務委託

平成30年6月4日から
平成31年3月29日まで

コクヨマーケティング株式会
社

イメージキャラクター着ぐるみ貸
出管理運営業務委託

平成31年4月1日から
令和2年3月31日

公益財団法人深谷市地域振
興財団

平成31年度市民活動サポートセ
ンター運営業務

市が指定する場所

深谷市本住町地内

平成30年5月25日

平成31年3月28日

平成31年3月6日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

社会福祉法人深谷市社会福
祉協議会

対象工事設計業務の受託者であるた
め、設計内容を熟知していることから、
施工者への設計内容説明の円滑な実
48,924,000 施や監理業務委託費の一部の業務を
対象外とすることができるなど、別の者
に委託する場合に比べて、有利な条件
での契約が見込まれるため。
当該業務は、限られた時間の中で手戻
りなく業務を行う必要があり、左記業者
8,532,000 は、昨年度の業務履行により知り得た
情報を基に的確かつスムーズな業務遂
行が期待できるため。
【イベント出動】
出動件数に応じて 本業務の履行にあたり、公募型見積合
わせを実施した結果、左記業者が最も
【着ぐるみ貸出管理】 優れた契約相手方であったため。
1,404,000
左記業者は、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施
設が整っています。また、様々なボラン
1,272,000
ティア情報を有しているほか、専門職員
による相談機能を活用することも可能で
あり、市民活動サポートセンター運営業
務の委託契約先として適している。

No.

担当課名

17

自治振興課

18

契約名称

履行場所

契約締結日

履行期間

契約の相手方

統合型WebGISへの空き家管理機
自治振興課
能追加業務委託

平成30年4月11日

平成30年4月11日から
平成30年10月31日まで

株式会社インフォマティクス

市民課

深丘園霊きゅう自動車運行業務
委託

深谷市山河地内

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

株式会社五輪

19

市民課

戸籍総合システム・ブックレス保
守サービス業務

深谷市役所、岡部総合
支所、川本総合支所、花
平成30年4月1日
園総合支所、キララ上柴
行政サービスセンター

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

20

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

平成30年4月1日

21

市民課

統合型WebGISへの住居表示管
理機能追加及び住居表示台帳
データ整備業務委託

22

市民課

23

市民課

24

契約金額（税込）

3,207,600

契約の相手方を選定した理由

左記業者は、統合型GISシステムの開
発者でシステム及び業務に熟知してお
り、左記業者以外の他の業者では対応
ができないため。

824,580

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。

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

5,961,600

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。

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

2,073,600

左記の業者は住基ネットシステム導入
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保守の
対応ができないため。

平成30年6月7日

平成30年6月7日から
平成31年3月29日まで

株式会社インフォマティクス

11,880,000

左記の業者は深谷市統合型WebGISの
開発業者であり、当該システムへの機
能追加は開発業者以外では対応できな
いため。

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

平成30年7月1日

平成30年7月1日から
平成31年3月3１日まで

ＡＧＳ株式会社

669,798

左記の業者は住基ネットシステム導入
業者であり、システム及び業務に熟知し
ており、他の業者では機器保守の対応
ができないため。

総合行政システム（PubLinker）住
深谷市役所
民基本台帳システム改修業務委
本庁舎内他
託

平成30年11月30日

平成30年11月30日から
平成31年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

左記の業者は総合行政システム導入業
5,400,000 者であり、他の業者では法改正に伴う改
修ができないため。

市民税課

申告受付会場設営業務委託

市内各公民館

平成30年12月13日

平成30年12月13日から
平成31年3月29日まで

ＡＧＳ株式会社

1,026,000

25

市民税課

給与支払報告書データパンチ業
務委託

深谷市役所市民税課 平成30年12月18日

平成30年12月18日から
平成31年3月29日まで

ＡＧＳ株式会社

基幹系システムへのデータ取込作業で
4,889,052 あることから、基幹系システムへの親和
性・整合性が必要なため。

26

市民税課

平成３１年度個人住民税普徴税
額決定通知一括処理業務委託

深谷市役所市民税課 平成31年1月10日

平成31年1月10日から
令和元年6月28日まで

ＡＧＳ株式会社

1,535,544

深谷市内

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。

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。

No.

担当課名

27

市民税課

平成３１年度個人住民税特別徴
収税額決定通知一括処理業務

28

資産税課

平成３０年度税務地図情報システ
資産税課
ム保守業務委託

29

30

31

資産税課

資産税課

資産税課

契約名称

平成３０年度標準宅地等不動産
鑑定評価業務委託（時点修正）

平成３３（２０２１）基準年度土地
評価支援業務委託

履行場所

契約締結日

深谷市役所市民税課 平成31年1月15日

資産税課

資産税課

平成31年度向け公図検索システ
深谷市内全域
ムデータ更新業務委託

平成30年2月26日

平成30年5月31日

平成30年6月15日

平成30年9月27日

履行期間

契約の相手方

平成31年1月15日から
令和元年5月22日まで

ＡＧＳ株式会社

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

朝日航洋株式会社
埼玉支店

平成30年6月22日から
平成30年10月26日まで

平成30年7月2日から
平成31年3月29日まで

平成30年9月27日から
平成31年3月29日まで

公益社団法人埼玉県不動産
鑑定士協会

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

1,364,040

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。

648,000

当該システムは、事務の能率向上を目
的とした独自システムであり、開発者で
ある左記業者以外では対応が困難であ
るため。

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
する複数の不動産鑑定士による不動産
8,278,956
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。

朝日航洋株式会社
埼玉支店

当業務は、固定資産税の制度に精通
し、深谷市の現況を熟知していることが
求められる。左記業者は、固定資産税
の制度を熟知していることに加え、過去
の実績があり、現在稼働中のシステム
13,759,200
にも深く関与している。
上記のような理由から、当業務を遂行
するのに、最も安全・確実かつ効率的で
公正な履行ができるのは左記業者であ
るため。

朝日航洋株式会社
埼玉支店

当システムは、市町合併に際し、業務の
効率化及びサービスの向上を図ること
を目的とした提案方式による業者選定
を経て、左記業者と随意契約して構築し
2,570,400 たもの。このことから、本業務について
は、事業の関連性、業務への熟知度、
実績等を鑑み、左記業者に委託するこ
とで、最も安全、確実かつ効率的で公正
な業務の履行が期待できるため。

No.

32

33

34

担当課名

資産税課

資産税課

資産税課

契約名称

履行場所

平成31年度向け税務地図情報シ
深谷市内全域
ステムデータ更新業務委託

平成31年度向け地番図等加除修
深谷市内全域
正業務委託

平成３１年度用航空写真撮影及
び家屋棟番号更新業務委託

深谷市内全域

契約締結日

平成30年9月27日

平成30年9月27日

平成30年9月19日

履行期間

平成30年9月27日から
令和元年7月5日まで

平成30年9月27日から
令和元年7月5日まで

平成30年9月19日から
令和元年7月5日まで

契約の相手方

契約金額（税込）

朝日航洋株式会社
埼玉支店

税務地図情報システムのデータ更新
は、関連業務で取得したデータを反映さ
せる毎年執行している業務であり、構築
から現在までのメンテナンスを左記業者
2,138,400 が行っていることから、本業務について
は、事業の関連性、業務への熟知度、
実績等を鑑み、左記業者に委託するこ
とで、最も安全、確実かつ効率的な業務
の履行が期待できるため。

朝日航洋株式会社
埼玉支店

地番図の加除修正は、税務地図情報シ
ステムの運用における必須業務であり、
その税務地図情報システムは構築から
現在までのメンテナンスを左記業者が
行っていることから、本業務について
7,030,800 は、事業の関連性、業務への熟知度、
実績、現在稼動している税務地図情報
システムとの関連を考慮すると、左記業
者に委託することで、最も安全、確実か
つ効率的な業務の履行が期待できるた
め。

朝日航洋株式会社
埼玉支店

当業務は、固定資産税の制度に精通
し、深谷市の現況を熟知していることが
求められる。左記業者は、固定資産税
の制度を熟知していることに加え、過去
の実績があり、現在稼働中のシステム
11,750,400
にも深く関与している。
上記のような理由から、当業務を遂行
するのに、最も安全・確実かつ効率的で
公正な履行ができるのは左記業者であ
るため。
【単価】
処理基本料金

35

収税課

口座振替不能通知印刷業務

深谷市仲町地内

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

契約の相手方を選定した理由

ＡＧＳ株式会社

38,000円/件
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
※税抜

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.

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

【単価】
読取処理料
8円/件
日計処理料

36

収税課

収納・日計処理業務委託

深谷市仲町地内

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

6円/件 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

領収日登録料

0.7円/件 業者以外の他の業者では業務を遂行で
搬入・搬出料
60,000円/月
OCR日計基本料金
60,000円/月
※税抜

37

収税課

コンビニ収納データ受信代行業務
深谷市仲町地内
委託

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

38

収税課

オートコールシステム初期構築業務委託
深谷市仲町地内

平成30年5月1日

平成30年5月1日から
平成30年7月31日まで

ＨＯＹＡサービス株式会社

【単価】
ｺﾝﾋﾞﾆ収納代行受信基本料金
50,000円/月
ｺﾝﾋﾞﾆ収納ﾃﾞｰﾀ日計連携
6円/件
※税抜

2,285,280

きないため。

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。

県内でこの事業を実施できる業者が他
にないため。

【単価】
処理基本料金
38,000円/回
プリント（印字）
4円/頁

39

収税課

督促状、催告書印刷業務委託

深谷市仲町地内

平成30年4月3日

平成30年4月3日から
平成31年3月31日まで

カッティング（裁断）

ＡＧＳ株式会社

1円/頁
シーリング（圧着）
1円/件
汎用メールシーラー封書タイ
プ
8.6円/枚

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。

※税抜

40

収税課

滞納者管理システム保守管理業
深谷市仲町地内
務委託

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31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

41

収税課

地方税共通納税制度対応に係る 深谷市役所
総合行政システム改修業務委託 本庁舎内他

平成30年12月5日

平成30年12月5日から
平成31年3月31日まで

AGS株式会社

左記業者は、滞納者管理システムを提
1,519,326 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。

左記業者は、総合行政システムを提供
972,000 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.

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）
【単価】
処理基本料金
38,000円/件
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
※税抜
【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
※税抜
【単価】
ｺﾝﾋﾞﾆ収納代行受信基本
料金
50,000円/月
ｺﾝﾋﾞﾆ収納ﾃﾞｰﾀ日計連携
6円/件
※税抜
【単価】
基本料金
7,500円/月
収納代行手数料
55円/件
※税抜

契約の相手方を選定した理由

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。

42

収税課

口座振替不能通知印刷業務委託

深谷市役所
本庁舎内他

平成31年3月29日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

43

収税課

収納・日計処理業務委託

深谷市役所
本庁舎内他

平成31年3月29日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

44

収税課

コンビニ収納データ受信代行業務 深谷市役所
委託
本庁舎内他

平成31年3月29日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

45

収税課

税金コンビニ収納代行業務委託

深谷市役所
本庁舎内他

平成31年3月29日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

りそな決済サービス株式会
社

46

福祉政策課

深谷市ボランティアセンター運営
深谷市本住町地内
業務委託

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

社会福祉法人深谷市社会福
祉協議会

ボランティア業務に精通し、実績もある
1,303,000 ことから、円滑な事業の調整・遂行が期
待できるため。

47

生活福祉課

生活保護システム保守業務委託 深谷市役所

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31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

左記業者は生活保護システムの構築業
1,490,400 者であり、同社以外のものでは保守管
理を行うことができないため。

48

生活福祉課

生活保護等版レセプト管理クラウ 深谷市役所生活福祉
平成30年4月1日
ドサービス
課

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

富士通エフ・アイ・ピー株式
会社

49

生活福祉課

生活保護システム改修業務委託
（平成30年度基準額等の見直しに 深谷市役所
伴う対応）

平成30年9月27日から
平成30年10月31日まで

北日本コンピューターサービ
ス株式会社

平成30年9月27日

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。

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。

左記業者以外に、現在利用している総
合行政システムに適合した形で業務を
遂行できないため。

左記業者はレセプト管理システムの構
54,000円／月 築業者であり、同社以外のものでは保
守管理を行うことができないため。
左記業者は生活保護システムの構築業
1,620,000 者であり、同者以外のものではシステム
改修ができないため。

No.

担当課名

50

生活福祉課

中国残留邦人等支援給付システ
ム改修業務委託（平成30年度基 深谷市役所
準額等の見直しに伴う対応）

平成30年9月27日

平成30年9月27日から
平成30年10月31日まで

北日本コンピューターサービ
ス株式会社

51

障害福祉課

自立支援給付システムH30.4改正
ＡＧＳ株式会社
総合支援法対応（報酬改定分）

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成30年9月30日まで

ＡＧＳ株式会社

左記の業者はシステムの導入業者であ
1,146,960 り、他の業者では法改正にかかるシステ
ム改修ができないため。

52

障害福祉課

平成３０年度深谷市手話奉仕員
及び手話通訳者養成事業業務委 深谷市内
託

平成30年4月5日

平成30年4月5日から
平成31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られること、ま
1,290,000
た、市内では同事業を実施できる事業
所が他にないため。

53

障害福祉課

自立支援給付システムH30.4改正 深谷市役所 本庁舎
平成30年7月3日
総合支援法対応（H30追加分）
内他

平成30年7月3日から
平成31年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

左記の業者はシステムの導入業者であ
1,227,960 り、他の業者では法改正にかかるシステ
ム改修ができないため。

54

障害福祉課

総合行政システム日常生活用具 深谷市役所
決定通知12か月分表示対応
本庁舎内他

平成30年10月10日

平成30年10月10日から
平成31年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

左記の業者はシステムの導入業者であ
596,160 り、他の業者ではシステム改修ができな
いため。

55

障害福祉課

総合行政ｼｽﾃﾑ(PubLinker) 重度
深谷市役所
心身障害者医療 所得制限導入
本庁舎内他
対応

平成30年11月1日

平成30年11月1日から
平成31年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

左記の業者はシステムの導入業者であ
1,814,400 り、他の業者ではシステム改修ができな
いため。

56

障害福祉課

平成３１年度深谷市手話通訳派
遣事業業務委託

埼玉県内及び群馬県
平成31年3月20日
内

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

社会福祉法人深谷市社会福
祉協議会

57

障害福祉課

平成３１年度障害児母子通園事
業業務委託

深谷市大谷地内 ポ
プラ母子通園施設

平成31年3月29日

平成31年4月1日から
令和2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
6,272,000 施し、障害児とその保護者が共に通園
できる施設が市内に１つしかないため。

58

障害福祉課

平成３１年度深谷市障害就労支
援センター事業委託業務

深谷市内ほか

平成31年3月20日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

社会福祉法人深谷市社会福
祉協議会

4,600,000

長寿福祉課

深谷市成年後見サ
ポートセンター（社会
平成31年度深谷市市民後見推進
福祉法人深谷市社会 平成31年3月27日
事業業務委託
福祉協議会内）及び
深谷市内

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

社会福祉法人深谷市社会福
祉協議会

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
1,523,000 業を行い、権利擁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。

59

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

左記業者は支援給付システムの構築業
756,000 者であり、同者以外のものではシステム
改修ができないため。

998,000

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。

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。

No.

60

61

62

担当課名

保健センター

保健センター

保健センター

契約名称

在宅当番医制実施委託契約

がん集団検診業務委託

履行場所

深谷市内

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

平成30年4月1日

平成30年4月24日

平成30年4月24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

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

単価契約
71,040円／日
一般社団法人深谷寄居医師
左記法人以外に実施できるものがいな
41,040円／日（※県特殊
会
いため。
救急医療体制整備事業と
同日に実施の場合）

平成30年4月24日から
平成31年3月31日まで

胃がん検診 4,860円
肺がん検診 1,765円
喀痰細胞診検査 3,207円
大腸がん検診
一般社団法人深谷寄居医師 2,052円
前立腺がん検診 1,917円
会
結果郵送 237円
要精検者結果追加郵送料
20円
要精検者受診勧奨 395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。

平成30年4月24日から
平成31年3月31日まで

子宮頸がん検診 4,708円
乳がん検診（視触診） 3,542
円
乳がん検診
（マンモグラフィ1方向）
一般社団法人深谷寄居医師 両側3,607円・片側3,029円
（マンモグラフィ2方向）
会
両側4,536円・片側3,607円
結果郵送 62円
要精検者結果追加郵送料30
円
要精検者受診勧奨 395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

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

63

保健センター

健康診査等業務委託

深谷市内

平成30年4月24日

平成30年4月24日から
平成31年3月31日まで

骨粗しょう症検診 1,900円
肝炎ウイルス検査 2,597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
8,359円
受診申込受付から結果通知、データ管
一般社団法人深谷寄居医師 血液一般検査 226円
理に至るまで一貫した委託が可能な市
30歳代健康診査 8,348円
会
内医療機関が他にないため。
血清クレアチニン 118円
心電図検査 1,483円
眼底検査 1,026円
肝炎ウイルス検査結果郵送
237円

64

保健センター

30歳代健康診査、子宮頸がん・乳
深谷市内
がん検診等受診勧奨業務委託

平成30年4月24日

平成30年4月24日から
平成31年3月31日まで

一般社団法人深谷寄居医師
会

65

保健センター

胃がん検診（院外ダブルチェック 深谷市内及び寄居町
平成30年4月23日
による胃内視鏡検診）業務等委託 内

平成30年4月23日から
平成31年3月31日まで

一般社団法人深谷寄居医師 胃がん検診（胃内視鏡検診） 医療機関の取りまとめ及び読影等業務
ダブルチェック等 1,434円
会メディカルセンター
ができる市内機関が他にないため。

66

商工振興課

深谷のまつり及び友好都市物産
振興関連事業業務委託

深谷市内各箇所
催事等については各 平成30年4月1日
実施場所

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

1,000,000

検診業務委託に付随する業務であるた
め。

一般社団法人深谷市観光協
会

まつり事業は、日常的に地元住民（個
人・法人とも含む）や地元団体との意思
疎通および信頼関係の構築がなされて
18,360,000
いないと実施が困難であり、こうした関
係構築を「まつり」に関して横断的に行っ
ている者が、観光協会の他にないため。

商工振興課

観光案内所
深谷市観光振興関連事業業務委
埼玉県深谷市西島地 平成30年4月1日
託
内（ＪＲ深谷駅周辺）

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

一般社団法人深谷市観光協
会

観光案内業務は日常的に観光情報の
収集・把握に努める必要があり、現在こ
うした情報の収集・把握を総合的に行っ
ている者が、観光協会の他にないこと。
8,240,000
また、本業務委託の内容と同様の事業
を行った実績と総合的なノウハウの蓄
積がある者が、観光協会の他にないた
め。

68

商工振興課

産業交流施設（深谷ベース）移設
深谷市内
工事に伴う設計業務委託

平成30年8月23日

平成30年8月23日から
平成31年3月27日まで

綿半ソリューションズ株式会
社 ビジネスイノベーション事
業部

左記の業者は深谷ベースの設置業者で
ある。本業務は移動可能な基礎設計を
3,024,000 維持する必要があり、当初設計、敷設に
関わった業者でなければ対応できない
ため。

69

下水道工務課

事業認可変更図書作成等業務委 荒川上流流域関連深
平成30年5月23日
託（荒川上流地区）
谷公共下水道地区

平成30年5月23日から
平成31年3月22日まで

株式会社コーセツコンサルタ
ント深谷事務所

67

14,904,000

委託業務地区の特性を熟知しているこ
とや、業務の履行に必要なデータを保有
しているため、経費の節減が確保でき、
業務期間の短縮が図れるため。

No.

担当課名

70

下水道工務課

農業集落排水処理施設（下郷地
区）実施・出来高設計業務委託

深谷市武蔵野地内

平成30年5月8日

平成30年5月8日から
平成31年3月29日まで

埼玉県土地改良事業団体連
合会

農業集落排水事業について専門的知識
4,644,000 を有しており、事業の執行が可能となる
団体が他にないため。

71

下水道工務課

農業集落排水管路施設（下郷地
区）実施・出来高設計業務委託

深谷市武蔵野地内

平成30年5月21日

平成30年5月21日から
平成31年3月29日まで

埼玉県土地改良事業団体連
合会

農業集落排水事業について専門的知識
1,728,000 を有しており、事業の執行が可能となる
団体が他にないため。

72

下水道工務課

農業集落排水管路施設（大谷西
地区）全体実施設計業務委託

深谷市大谷地内

平成30年5月16日

平成30年5月16日から
平成31年3月29日まで

埼玉県土地改良事業団体連
合会

農業集落排水事業について専門的知識
4,611,600 を有しており、事業の執行が可能となる
団体が他にないため。

73

下水道工務課

農業集落排水管路施設（大谷西
深谷市大谷地内
地区）実施・出来高設計業務委託

平成30年5月29日

平成30年5月29日から
平成31年3月29日まで

埼玉県土地改良事業団体連
合会

農業集落排水事業について専門的知識
1,123,200 を有しており、事業の執行が可能となる
団体が他にないため。

74

下水道工務課

農業集落排水（大谷地区）計画概
深谷市大谷地内
要書作成業務委託

平成30年5月18日

平成30年5月18日から
平成31年3月29日まで

埼玉県土地改良事業団体連
合会

農業集落排水事業について専門的知識
4,708,800 を有しており、事業の執行が可能となる
団体が他にないため。

75

下水道工務課

農業集落排水施設（畠山地区）機
深谷市畠山地内
能診断調査業務委託

平成30年6月6日

平成30年6月6日から
平成31年3月15日まで

埼玉県土地改良事業団体連
合会

農業集落排水事業について専門的知識
2,656,800 を有しており、事業の執行が可能となる
団体が他にないため。

76

下水道工務課

農業集落排水施設（上郷地区ほ
か）機能診断調査業務委託

深谷市武蔵野地内ほ
平成30年7月18日
か

平成30年7月18日から
平成31年3月29日まで

埼玉県土地改良事業団体連
合会

農業集落排水事業について専門的知識
23,122,800 を有しており、事業の執行が可能となる
団体が他にないため。

77

下水道工務課

農業集落排水処理施設（下郷地
区）改修工事施工監理業務委託

深谷市武蔵野地内

平成30年8月1日から
平成31年3月29日まで

埼玉県土地改良事業団体連
合会

農業集落排水事業について専門的知識
3,132,000 を有しており、事業の執行が可能となる
団体が他にないため。

78

下水道工務課

79

都市計画課

80

都市計画課

契約名称

履行場所

契約締結日

平成30年8月1日

履行期間

契約の相手方

農業集落排水処理施設の公共下
大谷西地区ほか
水道接続検討業務委託

平成30年12月13日

平成30年12月13日から
平成31年3月29日まで

株式会社ＮＪＳ
関東事務所

深谷駅市民サービスセンター等
管理業務委託

平成31年2月15日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

一般社団法人深谷市観光協
会

平成31年2月22日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

ビソー工業株式会社深谷支
店

深谷駅開閉管理業務委託

深谷市西島町地内

深谷市西島町地内

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

左記業者は下水道事業団の下で当該
業務と密接に関係している別の業務を
履行しているが、下水道事業団法に規
2,592,000 定された業務の範囲外であることから、
下水道事業団で履行することができな
く、左記業者に委託することで履行中の
業務と整合を図れるため。
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
2,451,600 験が必要。ついては、市内で唯一観光
情報を専門に取り扱っている本事業者
を選定。
左記業者は、総務防災課発注の深谷駅
行政施設を含む本庁舎等警備業務等を
1,023,840 請け負っており、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

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、製造
2,423,520 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。

81

都市計画課

深谷駅昇降設備保守点検業務委
深谷市西島町地内
託

平成31年2月22日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

東芝エレベータ株式会社北
関東支社

82

建築住宅課

深谷市営住宅管理代行業務（年
度協定書）

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

埼玉県住宅供給公社

公営住宅法第47条第1項の規定に基づ
59,199,486 き、相手方が地方住宅供給公社に限定
されるため。

株式会社ユニ・アート設計事
務所

左記の業者は、平成29年度の川本（藤
沢）分署の設計業務受託業者であり、業
務内容や所管課の要求事項等を熟知し
ており、一部の業務において経費等の
23,490,000
削減が図れることや、計画している4分
署の機能面・意匠面での統一性がより
図れ、質の高い適正な履行ができ、発
注者にとって有利な条件となるため。

83

84

85

建築住宅課

建築住宅課

建築住宅課

深谷消防署岡部分署・豊里分署
建設工事設計業務委託

深谷市営住宅（全10
住宅）

深谷市山河地内・下
手計地内

深谷消防署藤沢分署建設工事監
深谷市人見地内
理業務委託

花園消防署川本分署建設工事監
深谷市本田地内
理業務委託

平成30年5月22日

平成30年7月2日

平成30年7月2日

平成30年5月22日から
平成31年2月28日まで

平成30年7月2日から
令和元年7月12日まで

平成30年7月2日から
令和元年7月12日まで

株式会社ユニ・アート設計事
務所

株式会社ユニ・アート設計事
務所

左記の業者は「深谷消防署藤沢分署建
設工事」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」が対象外業務とな
5,535,000 ることや、前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。

左記の業者は「花園消防署川本分署建
設工事」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」が対象外業務とな
5,589,000 ることや、前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。

No.

86

87

担当課名

建築住宅課

建築住宅課

契約名称

履行場所

上柴西学童保育室建設工事監理 深谷市上柴町西5丁
業務委託
目地内

市営緑ケ丘住宅外壁等改修工事
深谷市緑ケ丘地内
（60-1、-2）監理業務委託

契約締結日

平成30年7月6日

平成30年9月13日

深谷市西島町３丁目
平成30年7月13日
地内

履行期間

平成30年7月6日から
平成31年3月8日まで

契約の相手方

有限会社アーキテック大里

契約の相手方を選定した理由

左記の業者は「上柴西学童保育室建設
工事」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」が対象外業務となる
4,428,000 ことや、前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。

SD建築工房

左記の業者は「市営緑ケ丘住宅外壁等
改修工事」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」が対象外業務とな
1,350,000
ることや、前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。

平成30年7月13日から
平成31年3月22日まで

株式会社フケタ設計
埼玉事務所

左記の業者は「深谷駅大規模改修工
事」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
1,836,000 内容の把握」が対象外業務となること
や、前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。

2,475,000

平成30年9月13日から
平成31年3月15日まで

88

建築住宅課

深谷駅大規模改修工事（１期工
事）監理業務委託

89

建築住宅課

指定道路情報システム維持管理
建築住宅課
業務委託

平成31年3月19日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

株式会社ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ

90

建築住宅課

深谷市営住宅管理代行業務
（年度協定）

平成31年3月25日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

埼玉県住宅供給公社

91

区画整理課

岡中央土地区画整理事業 事業 岡中央土地区画整理
平成30年10月1日
計画書変更作成業務委託
事業地内

平成30年10月1日から
平成31年3月29日まで

昭和株式会社
深谷営業所

深谷市営住宅
（全１０住宅）

契約金額（税込）

左記システムは、深谷市統合型WebGIS
に搭載されており、その開発業者（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。

公営住宅法第47条第1項の規定に基づ
57,558,033 き管理代行の相手方が左記業者に限定
されるため。

2,991,600

左記業者は、別に発注した委託業務を
履行中であり、左記業者に委託すること
で、期間の短縮及び経費の削減が図れ
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

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

92

区画整理課

中央土地区画整理事業 選挙人 中央土地区画整理事
平成30年11月30日
名簿作成業務委託
業地内

平成30年11月30日から
平成31年3月29日まで

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
実績から概算見積りを徴し、設計額と比
2,343,600
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。

93

道路管理課

道路除草業務委託（唐沢川占用
部その１）

深谷市本住町地内ほ
平成30年6月12日
か

平成30年6月12日から
平成30年12月21日まで

株式会社キムラ建設

埼玉県発注の同種工事を受注してお
1,090,800 り、本契約と施工場所・施工内容・施工
時期が重複する部分が多いため。

94

道路管理課

道路除草業務委託（唐沢川占用
部その２）

深谷市上敷免地内ほ
平成30年6月12日
か

平成30年6月12日から
平成30年12月21日まで

株式会社内田建設工業

埼玉県発注の同種工事を受注してお
1,050,840 り、本契約と施工場所・施工内容・施工
時期が重複する部分が多いため。

株式会社協同測地開発

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、対象となる市民等の協力を得る
6,750,000
ために信頼関係の醸成を有するため。
また、設計額に比して大幅な経費の削
減を図ることができるため。

95

道路管理課

境界復元及び数値情報化業務委
深谷市大谷地内
託（深谷第３６）

平成30年4月23日から
平成30年12月28日まで

平成30年5月25日

平成30年5月25日から
平成31年3月29日まで

株式会社協同測地開発

Ｈ工程の閲覧業務において、現地調査
や測量時の細かな状況やその内容を対
象となる市民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市民等
2,829,600
から協力を得るための信頼関係の醸成
を求められるため。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。

上柴町1丁目地内ほ
か

平成30年10月31日

平成30年10月31日から
平成31年2月8日まで

株式会社花園グリーンサー
ビス

1,522,800

市内において、樹木診断医による診断
が実施できる業者が限られているため。

街路樹診断業務委託（３０－２）

東方町1丁目地内ほ
か

平成31年1月21日

平成31年1月21日から
平成31年3月29日まで

株式会社花園グリーンサー
ビス

4,849,200

市内において、樹木診断医による診断
が実施できる業者が限られているため。

道路管理課

武川駅自由通路エレベータ保守
点検業務委託

菅沼地内ほか

平成31年2月21日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

株式会社日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ
東関東支社

1,075,680

同社製製品の保守点検業務であり、機
種・基盤について、熟知しているため。

道路河川課

原郷上野台線汚水管・雨水管移
深谷市上柴町西一丁
設に伴う資材価格調査等業務委
平成30年8月1日
目地内
託

平成30年8月1日から
平成30年10月31日まで

ＪＲ東日本コンサルタンツ株
式会社
上信越支店

過年度に実施した業務委託内容につい
て、今年度のデータに入れ替える必要
1,695,600 があり、過年度業務を履行した左記業
者に委託することで、期間の短縮及び
経費の削減が図れるため。

96

道路管理課

地籍簿及び地籍図複図作成業務
深谷市大谷地内
委託（深谷第３７）

97

道路管理課

街路樹診断業務委託（３０－１）

98

道路管理課

99

100

平成30年4月23日

No.

担当課名

契約名称

履行場所

101

道路河川課

幹線道路交通量推計等調査業務
深谷市全域
委託

102

道路河川課

市道幹1号線道路詳細修正設計
業務委託

103

道路河川課

北通り線整備事業 営業調査積
算業務委託（３０－１）

原郷上野台線汚水管・雨水管切
り回し工事監理業務委託

深谷市高畑地内

深谷市原郷地内

104

道路河川課

105

指令課

位置情報通知システム（統合型・
深谷市上敷免地内
NTT固定電話）業務委託

指令課

位置情報通知システム（統合型・
深谷市上敷免地内
ＮＴＴ固定電話）業務委託

106

107 選挙管理委員会

108

教育施設課

上柴町西1丁目

契約締結日

深谷市上柴町西5丁
目地内

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

平成30年9月7日

平成30年9月7日から
平成30年12月21日まで

株式会社技術開発コンサル
タント

過年度に実施した業務委託内容のデー
タをベースに本業務を実施する必要が
2,322,000 あり、過年度業務を履行した左記業者に
委託することで、期間の短縮及び経費
の削減が図れるため。

平成30年12月21日

平成30年12月21日から
平成31年3月29日まで

ゼネラルコンサルティング株
式会社

1,998,000

有限会社アーキテック大里

補償総額を検討するうえで、建物・物件
再積算業務委託（３０－２）と密接に関係
1,458,000 しており、左記業者に委託することで履
行期間の短縮及び経費の削減が図れ
るため。
昨年度に原郷上野台線地下埋設物調
査設計業務委託を履行し、設計内容を
熟知しており、且つ、過年度には原郷上
9,536,400
野台線詳細設計業務委託を履行し、ア
ンダーパス本体の設計にも精通してお
り、的確な業務の履行が見込めるため。

平成30年10月3日

平成30年10月3日から
平成31年1月31日まで

平成31年1月18日

平成31年1月18日から
令和2年3月27日まで

ＪＲ東日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会
社 上信越支店

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

東日本電信電話株式会社

平成31年3月26日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

東日本電信電話株式会社

平成30年5月8日から
平成30年7月31日まで

ＡＧＳ株式会社

署名簿管理システム電算処理業 深谷市役所選挙管理
平成30年5月8日
務委託
委員会 他

上柴西小学校校舎東側トイレ改
修工事監理業務委託

履行期間

平成30年6月25日

平成30年6月25日から
平成30年10月12日まで

有限会社アーキテック大里

668,856

過年度に実施した業務委託内容データ
をベースに本業務を実施する必要があ
り、左記業者に委託することで履行期間
の短縮及び経費の削減が図れるため。

「位置情報通知システム」の通報者情報
は、システムの専門性、特殊性を要する
ことから、左記業者以外から取得するこ
とができないため。

「位置情報通知システム」の通報者情報
は、システムの専門性、特殊性を要する
675,054
ことから、左記業者以外から取得するこ
とができないため。
左記の業者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
1,069,200
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。
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
1,868,400 「設計図書の内容の把握」を対象外業
務とすることができる等、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。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

SD建築工房

深谷市蓮沼地内ほか
平成31年3月28日
１８か所

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

一般財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
3,686,679 える２４時間体制が整い、小学校の電気
配線系統を十分熟知しているため。

中学校電気保安業務委託

深谷市新井地内ほか
平成31年3月28日
９か所

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

一般財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
1,965,993 える２４時間体制が整い、中学校の電気
配線系統を十分熟知しているため。

小学校ガスエアコン（普通教室・
給食場）保守点検業務委託

深谷市田谷地内ほか
平成31年3月28日
５か所

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

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
1,563,100 品交換等について有利。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
921,800 品交換等について有利。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

機器製造メーカーの正規代理店であり、
遠隔監視により常に管理でき、迅速に
581,842 故障への対応ができるとともに、点検時
の消耗品交換、故障時の部品交換等に
有利なため。

南中学校体育館大規模改修工事
深谷市萱場地内
監理業務委託

110

教育施設課

小学校電気保安業務委託

111

教育施設課

教育施設課

114

契約の相手方

平成30年9月13日から
平成31年3月29日まで

教育施設課

113

履行期間

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
3,510,000 「設計図書の内容の把握」を対象外業
務とすることができる等、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。

109

112

契約締結日

平成30年9月13日

教育施設課

中学校ガスエアコン（普通教室・
給食場）保守点検業務委託

深谷市田谷地内ほか
平成31年3月28日
３か所

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

教育施設課

小学校ガスエアコン（普通教室・
給食場）保守点検業務委託

深谷市人見地内ほか
平成31年3月28日
１１か所

平成31年4月1日から
令和2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

115

学校教育課

小学校プロバイダー接続

市内各小学校

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

Ｋｎｅｔ株式会社

5,072,544

116

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
料

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

Ｋｎｅｔ株式会社

117

学校教育課

中学校プロバイダー接続

市内各中学校

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

Ｋｎｅｔ株式会社

2,437,776 過去５年以上にわたり、本市小・中学校
のインターネット環境の維持整備を行っ
ており、機器の熟知度及び過去の実績・
経験を考慮して、最も確実かつ効率的
2,669,760 な業務の履行ができるため。

118

学校教育課

中学校ホスティングサービス使用
市内各中学校
料

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

Ｋｎｅｔ株式会社

1,283,040

119

学校教育課

深谷市小学校職員室プリンタ設
置設定

幡羅、深谷、桜ヶ丘、
藤沢、深谷西、常盤、
平成30年6月29日
上柴西、上柴東、川
本北、花園

平成30年6月29日から
平成30年8月31日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

1,644,300

120

学校教育課

深谷市中学校職員室プリンタ設
置設定

幡羅、深谷、南、上
柴、岡部

平成30年6月29日

平成30年6月29日から
平成30年8月31日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

820,800

121

学校教育課

フィルタリングソフト更新

小学校19校

平成30年11月8日

平成30年11月8日から
平成30年12月1日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

1,580,040

122

学校教育課

フィルタリングソフト更新

中学校10校

平成30年11月8日

平成30年11月8日から
平成30年12月1日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

831,600

123

学校教育課

コンピュータウイルス対策ソフト更
小学校19校
新

平成30年11月8日

平成30年11月8日から
平成30年12月1日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

124

学校教育課

コンピュータウイルス対策ソフト更
中学校10校
新

平成30年11月8日

平成30年11月8日から
平成30年12月1日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

125

学校教育課

小学校コンピュータ室ネットワーク
小学校6校
構築業務委託

平成30年12月12日

平成30年12月12日から
平成31年3月30日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

24,920,244

126

学校教育課

中学校コンピュータ室ネットワーク
中学校3校
構築業務委託

平成30年12月12日

平成30年12月12日から
平成31年3月30日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

12,558,294

既設ネットワークとの安定した接続を保
つ必要があり、ネットワークの保守、管
理を依頼している相手方と契約するた
め。

相手方がサーバーの導入業者となって
1,539,000 おり、またコンピュータネットワークの保
守、管理を依頼している。導入業者以外
が設定した場合、正常に動かない可能
性があり、またトラブルの際責任の所在
810,000 が不明となり、早急に対応できない場合
がある。

No.

担当課名

127

学校教育課

契約名称

校務ソフト更新小学校

履行場所

小学校7校

契約締結日

平成30年11月19日

履行期間

契約の相手方

平成30年11月19日から
平成30年11月30日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

9,774,000
既存の校務支援システムに導入されて
いる指導要録様式の更新及びカスタム
18,036,000 をするもので、他社製品では代替不可
能である。
また、サーバーの導入業者以外が設定
した場合、ネットワークが正常に動かな
702,000 い可能性があり、またトラブルの際責任
の所在が不明となり、早急に対応できな
い場合がある。

128

学校教育課

校務ソフト更新中学校

中学校10校

平成30年11月19日

平成30年11月19日から
平成30年11月30日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

129

学校教育課

小学校校務支援システム指導要
小学校19校
録カスタムソフト

平成30年11月29日

平成30年11月29日から
平成31年3月20日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

130

学校教育課

小学校校務支援システム指導要
中学校10校
録カスタムソフト

平成30年11月29日

平成30年11月29日から
平成31年3月20日まで

東芝クライアントソリューショ
ン株式会社
北関東支店

702,000

131 渋沢栄一記念館

スマートフォン用アプリケーション
渋沢栄一記念館
ソフト運用保守業務委託

平成30年4月1日

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

株式会社協和エクシオ

844,560

132 渋沢栄一記念館

渋沢栄一ゆかりの「論語の里」活 尾高惇忠生家、「中の
平成30年4月1日
性化事業業務委託
家」南側施設ほか

平成30年4月1日から
平成31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

1,000,000

当該団体は、本業務を実施するために
結成された団体であるため。

当該業者はアプリケーションの開発業
者であるため。

133 渋沢栄一記念館 旧渋沢邸「中の家」高木剪定業務 旧渋沢邸「中の家」

平成30年5月17日

平成30年5月17日から
平成31年3月23日まで

トップグリーン株式会社

1,198,800

当該業者が既に同地の庭園・樹木等管
理業務に従事していたため。

134 渋沢栄一記念館 所蔵資料表装等業務委託

平成31年1月10日

平成31年1月10日から
平成31年3月29日まで

清心堂 鈴木表装店

1,227,800

文化財修復の実績を持つ者が市内には
なく、近隣の群馬県で県立美術館・博物
館所蔵の文化財修復に実績のある業者
を選定した。

渋沢栄一記念館

