令和元年度 特命随意契約締結状況
No.

1

担当課名

契約名称

土地分筆登記業務委託(1-1産業拠点整備室
産,1-2-産,1-3-産)

履行場所

契約締結日

深谷市小前田地内ほ
平成31年4月1日
か

履行期間

令和2年2月19日から
令和2年3月31日

契約の相手方

公益社団法人 埼玉公共
嘱託登記土地家屋調査士
協会

2

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
平成31年4月1日
委託契約
市が指定する場所

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

株式会社BSNアイネット

3

財政課

統合資産管理システム利用契約

深谷市役所及び深谷
平成31年4月1日
市が指定する場所

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

株式会社BSNアイネット

4

5

6

7

財政課

ICT推進室

地方自治法施行規則改正に係
る財務会計システム改修業務

インターネット設備保守

深谷市役所及び深谷
令和元年10月1日から
令和元年11月1日
株式会社BSNアイネット
市が指定する場所
令和2年3月31日まで

深谷市役所

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

官庁等の不動産の表示に関する
登記に必要な調査、測量及び登
1,628,637
記の嘱託を目的として設立された
団体であるため。
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
4,054,800 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。
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
850,200 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。
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
572,000 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。

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熟
3,654,276 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。

ICT推進室

深谷市情報システム総合支援業
深谷市
務委託

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
1,962,000
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。

ICT推進室

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31年4月24日から 東日本電信電話株式会社
平成31年4月24日
ム構築業務
１番１号 等
令和2年5月31日まで 埼玉事業部

プロポーザルによる業者選定を
実施し、提案やプレゼンテーショ
520,377,000
ン内容を評価し、最も優れた提案
者として特定したため。

平成31年4月1日

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

8

ICT推進室

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（平成３１年度厚労省
令和1年5月10日
内他
分）

令和元年5月10日から
ＡＧＳ株式会社
令和元年6月30日まで

1,641,600

ICT推進室

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（平成３１年度総務省
令和1年5月10日
内他
分）

令和元年5月10日から
ＡＧＳ株式会社
令和元年6月30日まで

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
2,268,000
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。

平成31年9月1日から
令和2年3月31日まで

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
2,689,500
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。

9

10

契約名称

履行場所

契約の相手方

RPA導入支援業務委託

ICT推進室

ＭＣＷＥＬバックアップシステム構 深谷市役所 本庁舎
令和2年2月19日
築委託
内

令和2年3月12日から
令和2年3月31日

12

ICT推進室

総合行政システム番号制度対応 深谷市役所 本庁舎
令和2年3月2日
業務委託（母子保健分）
内他

13

ICT推進室

深谷市統合型・公開型ＷｅｂＧＩＳ 深谷市役所 本庁舎
令和2年3月16日
サービス契約書
内他

総務防災課

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別
令和元年9月20日から 中間貯蔵・環境安全事業
深谷市仲町地内ほか 令和元年9月20日
管理産業廃棄物）処理委託
令和2年3月31日まで 株式会社

14

令和1年9月1日

履行期間

ICT推進室

11

深谷市役所

契約締結日

AGS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、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

ＭＣＷＥＬの導入業者であり、シス
テムや業務に熟知しており、他の
993,300
業者ではシステム改修や保守な
どの対応できないため。

令和2年3月2日から
令和2年6月30日

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
1,980,000
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。

令和2年3月16日から
令和7年8月31日

株式会社 インフォマティ
クス

29,956,300

現ＧＩＳサービスを更新利用するた
め。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別
管理産業廃棄物 高圧コンデン
3,017,700
サ））を処理することが国内で左
記業者一者であるため。

No.

15

16

17

担当課名

総務防災課

総務防災課

総務防災課

18

人事課

19

新庁舎建設
推進室

契約名称

本庁舎電話交換及び総合案内
業務委託

庁舎等警備及び防犯警報設備
保守点検業務委託

深谷市防災行政無線等保守点
検業務委託

メンタルヘルス相談業務委託

履行場所

深谷市仲町地内

契約締結日

令和2年2月21日

深谷市仲町地内ほか 令和2年3月17日

深谷市仲町地内ほか 令和2年3月24日

深谷市役所ほか

平成31年4月1日

履行期間

令和2年4月1日から
令和2年7月22日

令和2年4月1日から
令和2年7月26日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日

平成31年4月1日から
令和2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

セイコービルシステム株式
会社 県北営業所

左記業者は現在の本庁舎の電話
交換業者であり、新庁舎建設まで
の短期間、現状の業務に熟練し
3,430,900 た左記業者に委託することで職
業訓練等が発生せず低コストで
精度の高い対応が可能となるた
め。

ビソー工業株式会社
深谷支店

左記業者は現在の市内施設の警
備業者であり、新庁舎建設までの
短期間、現状の業務に熟練した
10,032,000 左記業者に委託することで職業
訓練及び警報設備の入れ替え等
が発生せず低コストで精度の高
い対応が可能となるため。

世紀工業株式会社 大宮
営業所

無線やＪ－ＡＬＥＲＴなど危機管理
に必要とする設備は通常の機械
設備と異なり企業独自の技術に
対する秘匿性が高いことから保
守管理できる業者が限られてい
12,347,500
る中で、その技術に精通してお
り、かつ現在の深谷市のデジタル
化システム構築に当たり施工協
力会社として、市の現状を的確に
把握しているため。

医療法人江仁会北深谷病
院

深谷市新庁舎什器・備品調達及
平成31年4月18日から コクヨマーケティング株式
び文書管理改善等支援業務委 深谷市仲町地内ほか 平成31年4月18日
令和2年3月27日まで 会社
託

H28～29年度に委託した実績が
あり問題なく業務が行えたこと。
528,000 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。
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、左記業者は、昨年度の業務履
8,316,000
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。

No.

20

21

22

23

24

25

担当課名

新庁舎建設
推進室

契約名称

履行場所

深谷市新庁舎建設第2期工事設
深谷市仲町地内
計単価見直し業務委託

契約締結日

R1.10.1

新庁舎建設推進 深谷市新庁舎電話交換機システ 深谷市仲町１１－１
令和2年3月9日
室
ム構築業務委託
（深谷市役所新庁舎）

履行期間

契約の相手方

令和元年10月1日から
株式会社佐藤総合計画
令和2年3月27日まで

令和2年8月31日

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

左記業者は、新庁舎建設の工事
監理業務も受注しており、当初の
設計内容はもとより、先行工事の
内容も熟知していることから、安
3,300,000
価での契約が可能となり経費の
節減に加え、円滑かつ適正な履
行の確保を図ることができると認
められるため。

東日本電信電話株式会社
埼玉事業部

建物完成後から開庁までの間
に、同じ業者がネットワークと電
話機器システムを同時に構築す
36,520,000
ることにより効率的かつ円滑に工
事を行うことができ、品質を確保
しつつ安価での業務遂行が可能

協働推進課

深谷市メディアプロモーション業
深谷市内
務委託

平成31年4月1日

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と。
18,036,000 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。

協働推進課

深谷市移住定住プロモーション
業務委託

令和元年7月25日から
令和元年7月25日
株式会社第一プログレス
令和2年3月25日まで

本業務は、前年度の業務との連
続性、関連性が高いことから、当
1,292,500
該事業者以外の事業者に委託す
ることが困難であるため。

協働推進課

協働推進課

深谷市内

令和２年度市民活動サポートセ
深谷市本住町地内
ンター運営業務

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

令和2年3月4日

令和2年3月23日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

令和２年４月１日から 社会福祉法人深谷市社会
令和３年３月３１日まで 福祉協議会

令和２年４月１日から
株式会社第一プログレス
令和３年３月３１日まで

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
1,314,000
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。
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。

No.

26

27

28

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

深谷市男女共同参画
「在宅ワーカー育成セミナー初級
令和元年10月10日から
推進センター（Ｌ・フォ 令和元１０月１０日
株式会社キャリア・マム
コース」業務委託
令和2年2月28日まで
ルテ）

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し、
616,000
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。

市民課

深丘園霊きゅう自動車運行業務
深谷市山河地内
委託

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
832,215 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。

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、 平成31年4月1日
守サービス業務
キララ上柴行政サー
ビスセンター

人権政策課

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

株式会社五輪

平成31年4月1日から
令和2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 営業
本部公共システム営業事
業部首都圏支店

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
5,961,600 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

左記の業者は住基ネットシステム
導入業者であり、システム及び業
2,092,800 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。

29

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31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

30

市民課

岡部総合支所移転に伴う戸籍総 深谷市役所
岡部総合支所（現・新）
合システム移設業務

令和元年8月27日

富士ゼロックスシステム
令和元年8月27日から
サービス株式会社 公共
令和元年10月31日まで
事業本部首都圏支店

31

市民課

総合行政システム(PubLinker)印
深谷市役所
鑑登録システム改修業務委託

令和元年10月1日から
令和元年10月1日
ＡＧＳ株式会社
令和2年3月31日まで

32

市民課

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

令和元年10月1日

令和元年10月1日から
ＡＧＳ株式会社
令和元年11月29日まで

33

市民課

岡中央土地区画整理事業に伴う
土地の名称及び地番号変更業 深谷市役所
務委託

令和元年12月18日

富士ゼロックスシステム
令和元年12月18日から
サービス株式会社 公共
令和2年3月6日まで
事業本部首都圏支店

左記の業者は戸籍総合システム
1,980,000 導入業者であり、システム及び業
務に熟知しているため。

34

市民課

総合行政システム(PubLinker)住
深谷市役所
民記録の換地処分に伴う変更

令和2年2月1日

令和２年２月１日から令 ＡＧＳ 株式会社代表取締
和２年２月２９日まで
役 原 俊樹

2,970,000 (PubLinker)導入業者であり、システム

左記の業者は戸籍総合システム
660,000 導入業者であり、システム及び業
務に熟知しているため。
左記の業者は総合行政システム
(PubLinker)導入業者であり、シス
2,640,000
テム及び業務に熟知しているた
め。
左記の業者は総合行政システム
(PubLinker)導入業者であり、シス
2,200,000
テム及び業務に熟知しているた
め。

左記の業者は総合行政システム
及び業務に熟知しているため。

No.

35

36

37

38

39

40

41

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

保険年金課

国民健康保険 応益割に係る旧
深谷市役所 本庁舎
令和元年5月20日から
被扶養者減免の減免期間見直
令和元年5月20日
ＡＧＳ株式会社
内
令和元年6月30日まで
し対応

保険年金課

生活習慣病治療中断者受診勧
奨業務委託

深谷市役所 本庁舎
令和元年6月6日
内他

令和元年6月6日から
令和2年3月31日まで

保険年金課

特定健診異常値放置者受診勧
奨業務委託

深谷市役所 本庁舎
令和元年6月6日
内他

令和元年6月6日から
令和2年3月31日まで

保険年金課

深谷市特定保健指導業務委託

保険年金課

社会保障・税番号制度システム
対応業務（令和２年６月データ標
保険年金課
準レイアウト対応）国民健康保険
分

保険年金課

総合行政システム（PubLinker）
国民健康保険オンライン資格化 保険年金課
に伴う自庁システム改修対応

市民税課

申告受付会場設営業務委託

深谷市内

平成31年4月1日

令和2年2月3日

令和2年2月3日

令和元年4月1日から
令和2年3月31日まで

令和2年2月3日から
令和3年3月31日

令和2年2月3日から
令和3年3月31日

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

国民健康保険税の課税計算は、
総合行政システムで行っておりシ
1,360,800 ステム改修については当システ
ムを運用しているＡＧＳ株式会社
のみ可能であるため。

株式会社データホライゾン

当該業務の基礎となるレセプト分
析を行っている者であり、当該分
500,000+@400×税
析結果を活用することが有益であ
るため。

株式会社データホライゾン

当該業務の基礎となるレセプト分
析を行っている者であり、当該分
500,000+@800×税
析結果を活用することが有益であ
るため。

一般社団法人深谷寄居医
師会

特定健康診査を行っている者で
あり、特定健康診査と連動した支
@7,000+@22,000 援が可能となることに加え当該業
務の専門的知識と技術を有して
いるものであるため。

ＡＧＳ株式会社

本業務は、総合行政システムの
改修を要するが、左記業者は総
合行政システムの開発者で、シス
825,000
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。

ＡＧＳ株式会社

左記業者は自庁システム（総合
行政システム）の開発者で、シス
2,871,000 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。

市内各公民館（5公民
令和元年12月6日から
令和元年12月6日
AGS株式会社
館）
令和2年3月31日まで

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。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

契約締結日

42

市民税課

令和２年度個人住民税普徴税額
深谷市役所市民税課 令和2年1月10日
決定通知一括処理業務委託

43

市民税課

令和２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 令和2年1月10日
託

44

資産税課

令和元年度標準宅地等不動産
鑑定評価業務委託（時点修正）

資産税課

令和元年5月31日

履行期間

契約の相手方

令和2年1月10日から
令和2年6月30日まで

ＡＧＳ株式会社

令和2年1月10日から
令和2年5月29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

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
1,540,000
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。
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
1,389,300
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。

令和元年6月25日から 公益社団法人
令和元年10月25日まで 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
8,216,046 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。

45

資産税課

令和３（２０２１）基準年度土地
評価支援業務委託

資産税課

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

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
9,966,000 があり、現在稼働中のシステムに
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。

46

資産税課

令和２年度向け税地図情報
システムデータ更新業務委託

深谷市内全域

令和元年9月27日

令和元年9月27日から 朝日航洋株式会社
令和2年7月11日まで 埼玉支店

業務への熟知度、実績等を鑑
2,277,000 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。

47

資産税課

令和２年度向け地番図等加除
修正業務委託

深谷市内全域

令和元年9月27日

令和元年9月27日から 朝日航洋株式会社
令和2年7月11日まで 埼玉支店

業務への熟知度、実績等を鑑
7,326,000 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。

No.

担当課名

48

資産税課

令和３基準年度標準宅地等
不動産鑑定評価業務委託

49

資産税課

令和２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

令和元年10月1日から 朝日航洋株式会社
令和元年10月1日
令和2年7月10日まで 埼玉支店

11,418,000

50

資産税課

現地調査モバイル導入業務委託 深谷市内全域

令和元年11月6日

令和元年11月6日から 朝日航洋株式会社
令和2年3月27日まで 埼玉支店

2,629,000

51

資産税課

令和２年度向け公図検索
システムデータ更新業務

令和元年11月27日

令和元年11月27日から 朝日航洋株式会社
令和2年3月31日まで 埼玉支店

2,255,000

52

収税課

地方税共通納税制度対応に要
する、公金収納日計処理（データ 深谷市役所本庁舎内
令和元年6月3日
連携対応）に関するシステム改 他
修業務委託

令和元年6月3日から
ＡＧＳ株式会社
令和元年9月30日まで

1,242,000

収税課

地方税共通納税制度対応に係
深谷市役所本庁舎内
令和元年6月3日から
る地方税電子申告支援サービス
令和元年6月27日
株式会社ＴＫＣ
他
令和元年9月30日まで
導入業務委託

左記業者は、他課と既に契約して
いる審査サーバのベンダであるこ
648,000
とから、契約の相手方が左記業
者に限られるため。
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
583,200 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。

53

契約名称

履行場所

深谷市内標準宅地

深谷市内全域

契約締結日

令和元年9月30日

履行期間

契約の相手方

令和元年10月1日から 公益社団法人埼玉県
令和2年3月31日まで 不動産鑑定士協会

54

収税課

公金収納日計処理システム改修 深谷市役所本庁舎内
令和元年6月27日から
令和元年6月27日
ＡＧＳ株式会社
業務委託（法人住民税追加）
他
令和元年9月30日まで

55

収税課

オートコールシステムサービス利
深谷市仲町地内
用契約書

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

ＨＯＹＡデジタルソリュー
ションズ株式会社

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

深谷市及び周辺市町村の地域事
44,319,550 業に精通し、公的土地評価にお
いて実績を有しているため。

1,512,702

左記業者は、税地図情報システ
ムの開発者で業務に熟知してお
り、左記業者以外の業者では対
応ができないため。
左記業者は、税地図情報システ
ムの運用を迅速かつ正確に行っ
ており、タブレット端末への機能
追加も効率的に行えるため。
左記業者は、公図検索システム
の開発者で業務に熟知しており、
最も安全・確実かつ効率的に業
務の履行が期待できるため。
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。

県内でこの事業を実施できる業
者が他にないため。

No.

56

担当課名

契約名称

履行場所

履行期間

契約の相手方

平成31年4月3日

平成31年4月3日から
令和2年3月31日まで

平成31年4月1日

平成31年4月1日から 北日本コンピューターサー
令和元年3月31日まで ビス株式会社

契約の相手方を選定した理由

【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
汎用メールシーラー封書タイプ 8.6
円/枚
※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。

督促状、催告書印刷業務委託

57

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

58

収税課

総合行政システム（PubLinker）
滞納整理業務新規導入対応

収税課

滞納者管理システムデータ抽出 深谷市役所本庁舎内
令和元年5月17日から 北日本コンピューターサー
令和元年5月17日
業務委託
他
令和2年2月29日まで ビス株式会社

左記業者は、滞納者管理システ
ムを提供しており、左記業者以外
9,856,000円
の他の業者では業務を遂行でき
ないため。

収税課

滞納者管理システム元号改正対 深谷市役所本庁舎内
平成31年4月12日から 北日本コンピューターサー
平成31年4月12日
応業務委託
他
令和元年5月31日まで ビス株式会社

左記業者は、滞納者管理システ
ムを提供しており、左記業者以外
924,480
の他の業者では業務を遂行でき
ないため。

60

61

収税課

ＡＧＳ株式会社

契約金額（税込）

収税課

59

深谷市仲町地内

契約締結日

深谷市役所本庁舎内
令和元年5月16日から
令和元年5月16日
ＡＧＳ株式会社
他
令和2年3月31日まで

地方税電子申告支援サービス利
深谷市本庁舎内他
用契約

令和元年10月1日

令和元年10月1日から
株式会社ＴＫＣ
令和2年3月31日まで

左記業者は、滞納者管理システ
ムを提供しており、左記業者以外
1,547,462円
の他の業者では業務を遂行でき
ないため。

19,140,000円

左記業者は、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、他課と既に契約して
いる審査サーバのベンダである。
また、現在収納データを処理して
1,042,800 いる総合行政システムにデータを
反映させることができる事業者
（契約の相手方）は、左記業者に
限られるため。

No.

62

63

64

65

担当課名

契約名称

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

収税課

地方税電子申告支援サービス利
用契約

深谷市役所
本庁舎内他

収税課

収税課

収納・日計処理業務委託

68

深谷市役所
本庁舎内他

コンビニ収納データ受信代 深谷市役所
行業務委託
本庁舎内他

総合行政システム（PubLinker）
66 岡部市民生活課
等機器移転業務委託

67

履行場所

契約締結日

履行期間

契約の相手方

令和２年4月1日から りそな決済サービス
令和2年3月2日
令和３年3月31日
株式会社
令和２年4月1日から
株式会社TKC
令和2年3月27日
令和３年3月31日

令和2年3月30日

令和2年3月30日

令和２年4月1日から
ＡＧＳ株式会社
令和３年3月31日

令和２年4月1日から
ＡＧＳ株式会社
令和３年3月31日

深谷市岡部総合支所
令和元年8月22日から
令和元年8月22日
AGS株式会社
他
令和元年11月20日まで

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2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

深谷市役所生活福祉
平成31年4月1日
課

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

富士通エフ・アイ・ピー株
式会社

生活福祉課

生活保護システム保守業務委託 深谷市役所

生活福祉課

生活保護等版レセプト管理クラ
ウドサービス

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/月
収納代行手数料 55円/件
※税抜

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。

地方税電子申告審査サービス利用料 120,000円/
月
地方税電子申告データ連携サービス利用料 38,000
円/月
※税抜

現在の基幹系システムに対応す
る地方税電子申告支援サービス
を提供できる事業者が左記業者
に限定されるため

【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/月
地方税共通納税システムデータ日経連携料 6円/件
※税抜

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。

【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

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、総合行政システム
の構築でシステム及び業務に熟
1,914,000
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。
左記業者は生活保護システムの
構築業者であり、同社以外のもの
1,504,200
では保守管理を行うことができな
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、同社以外のも
654,000
のでは保守管理を行うことができ
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

令和元年12月3日から 北日本コンピューターサー
令和元年12月3日
令和2年3月31日まで ビス株式会社

左記業者は現行システムの開発
業者であり、システム構築及び
3,488,760 データ移行等において効率的か
つ円滑な業務の履行が期待でき
るため。

平成31年4月10日から 社会福祉法人深谷市社会
令和2年3月31日まで 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
1,290,000 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。

生活福祉課

中国残留邦人等支援給付システ
深谷市役所
ム入替業務委託

障害福祉課

平成３１年度深谷市手話奉仕員
及び手話通訳者養成事業業務 深谷市内
委託

71

障害福祉課

埼玉県深谷市仲町１
介護保険・障害福祉総合システ
１－１（深谷市庁舎
令和1年6月28日
ム回線高速化業務委託
内）

令和元年6月28日から
ＡＧＳ株式会社
令和元年7月31日まで

左記の業者はシステムの導入業
者であり、他の業者では回線高
594,000
速化にかかるシステム対応がで
きないため。

72

障害福祉課

自立支援給付システム（MCWEL)
令和元年度幼児教育無償化対 深谷市仲町地内
応

令和01年07月16日

令和元年7月16日から
ＡＧＳ株式会社
令和元年12月31日まで

左記の業者はシステムの導入業
1,832,600 者であり、他の業者ではシステム
改修ができないため。

73

障害福祉課

自立支援給付システム令和元年
度報酬改定・処遇改善等加算対 深谷市仲町地内
応

令和01年07月16日

令和元年7月16日から
ＡＧＳ株式会社
令和元年12月31日まで

左記の業者はシステムの導入業
532,400 者であり、他の業者ではシステム
改修ができないため。

障害福祉課

第6次深谷市障害者プラン策定
深谷市内
支援業務委託

令和2年3月18日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日

69

70

74

75

76

平成31年4月10日

株式会社まち研

指名型プロポーザル方式の調達
を行うことによって、提案内容及
5,445,000
び価格を評価し、最も優れた提案
者として特定したため。

障害福祉課

令和2年度深谷市手話通訳派遣 埼玉県内及び群馬県
令和2年3月19日
事業業務委託
内

令和2年4月1日から
令和3年3月31日

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
業を実施している事業所は他に
ないため。

障害福祉課

令和2年度障害児母子通園事業 深谷市大谷地内 ポ
令和2年3月31日
業務委託
プラ母子通園施設

令和2年4月1日から
令和3年3月31日

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.

77

78

担当課名

長寿福祉課

長寿福祉課

契約名称

履行場所

契約締結日

各包括支援センター
平成31年度「住民主体の通いの
担当地区内の自治会 平成31年4月1日
場」支援等業務委託
館等

各包括支援センター
平成31年度「住民主体の通いの
担当地区内の自治会 平成31年4月1日
場」支援等業務委託
館等

履行期間

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

平成31年4月1日から
令和2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
2,800,000 の。
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
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。
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
2,800,000 の。
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
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。

No.

79

80

担当課名

長寿福祉課

長寿福祉課

契約名称

履行場所

契約締結日

各包括支援センター
平成31年度「住民主体の通いの
担当地区内の自治会 平成31年4月1日
場」支援等業務委託
館等

各包括支援センター
平成31年度「住民主体の通いの
担当地区内の自治会 平成31年4月1日
場」支援等業務委託
館等

履行期間

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

平成31年4月1日から
令和2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
2,800,000 の。
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
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。
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
2,800,000 の。
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
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。

No.

81

82

83

担当課名

長寿福祉課

長寿福祉課

長寿福祉課

契約名称

履行場所

契約締結日

各包括支援センター
平成31年度「住民主体の通いの
担当地区内の自治会 平成31年4月1日
場」支援等業務委託
館等

各包括支援センター
平成31年度「住民主体の通いの
担当地区内の自治会 平成31年4月1日
場」支援等業務委託
館等

令和元年度高齢者文化スポーツ
深谷市内
振興事業業務委託

令和元年5月31日

履行期間

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

令和元年6月1日から
令和2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

深谷市老人クラブ連合会

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
2,800,000 の。
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
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。
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
2,800,000 の。
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
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。
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。
1,255,000
深谷市老人クラブ連合会は、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。

No.

84

85

86

87

担当課名

長寿福祉課

長寿福祉課

保健センター

保健センター

契約名称

令和元年度深谷市敬老会演芸
部門開催業務委託

履行場所

がん集団検診業務委託

履行期間

深谷市敬老会会場（１
令和元年6月1日から
令和元年5月27日
２地区）
令和元年11月29日

福寿荘エレベーター保守管理業
深谷市沼尻地内
務委託

在宅当番医制実施委託契約

契約締結日

深谷市内

深谷市内

契約の相手方

社会福祉法人
深谷市社会福祉協議会

令和2年2月21日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日

東芝エレベーター株式会
社北関東支社

平成31年4月1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 深谷寄居
医師会

平成31年4月23日から 一般社団法人 深谷寄居
平成31年4月23日
令和2年3月31日まで 医師会

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

本事業は、老人福祉法第５条第３
項の規定により、高齢者の福祉
への関心と理解を深めるために
開催する「深谷市敬老会」におい
て、高齢者自身の生活向上意欲
を促すとともに、高齢者を敬い、
2,592,000
楽しんでもらうために実施するも
の。
地域福祉に精通し、また福祉にお
ける総合的な知識を有している深
谷市社会福祉協議会へ随意契約
により委託するもの。
福寿荘に設置されているエレベー
ターは左記業者製で遠隔監視装
508,200 置が設置されているため、左記業
者以外の他の業者では対応でき
ないため
単価契約
71,040円/日
左記法人以外に実施できるもの
41,040円/日（※県特殊救急医療体 がいないため。
制整備事業と同日に実施の場合）
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 2,052円
前立腺がん検診 1,917円
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
※10月から消費税率10％に変更

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.

88

89

90

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

履行場所

子宮頸がん、乳がん集団検診業
深谷市内
務委託

健康診査等業務委託

深谷市内

健康管理システム（健康かるて）
「風しんに関する追加的対策」対 深谷市内
応業務委託

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

平成31年4月23日から 一般社団法人 深谷寄居
平成31年4月23日
令和2年3月31日まで 医師会

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）
両側3,607円・片側3,029円
（マンモグラフィ2方向）
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
※10月から消費税率10％に変更

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31年4月23日から 一般社団法人 深谷寄居
平成31年4月23日
令和2年3月31日まで 医師会

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
血液一般検査 226円
30歳代健康診査 8,348円
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
※10月から消費税率10％に変更

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31年4月3日

平成31年4月3日から
AGS株式会社
令和元年7月31日まで

既に予防接種業務等において市
が導入している健康管理システ
ムの導入業者であり、市総合行
1,188,000 政システムと連動していることか
ら、新たなシステムを導入するこ
となく、当該システムの改修で対
応できるため。

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

91

保健センター

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

平成31年4月3日

平成31年4月3日から
AGS株式会社
令和元年5月31日まで

92

保健センター

健康管理システム（健康かるて）
がん検診項目追加等修正対応 深谷市内
業務委託

令和元年6月10日

令和元年6月10日から
AGS株式会社
令和元年9月30日まで

保健センター

子宮頸がん・乳がん検診受診勧
深谷市内
奨業務委託

令和元年8月30日から 一般社団法人 深谷寄居
令和元年8月30日
令和元年9月30日まで 医師会

93

令和2年3月23日

契約締結日から
令和2年3月31日

AGS株式会社

95

深谷市子育て応援きずなメール
こども青少年課
深谷市全域
事業業務委託

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2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

96

こども青少年課

深谷市ファミリーサポートセン
ター事業業務委託

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人
病児保育を作る会

94

97

保健センター

こども青少年課

健康カルテ項目追加設定作業

保健センター

深谷市全域

深谷市緊急サポート事業業務委
深谷市全域
託

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人
病児保育を作る会

契約金額（税込）
＜作業＞作業基本料680,000円
封入封緘1部20円
配送・納品33,000円
＜帳票＞
クーポンシール1枚23円
送付台紙1枚24円
送付用長3封筒1枚19円
再発行用クーポン1枚36円

1,004,400

契約の相手方を選定した理由

既に予防接種業務等において市
が導入している健康管理システ
ムの導入業者であり、市総合行
政システムと連動していることか
ら、新たなシステムを導入するこ
となく、当該システムの改修で対
応できるため。

既にがん検診業務において市が
導入している健康管理システム
の導入業者であり、そのシステム
の改修対応のため。

5,000部程度勧奨
1部108円 検診業務委託に付随する業務で
10,000部程度勧奨 あるため。
1部102円
既にがん検診業務において市が
導入している健康管理システム
519,200円
の導入業者であり、そのシステム
の改修対応のため。
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
1,248,540 するアドバイスをメールで配信を
できる業者左記業者以外にない
ため。
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
1,731,889 事業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。
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
1,308,000 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。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

98

こども青少年課

深谷市子育て応援きずなメール
深谷市全域
事業業務委託

99

こども青少年課

深谷市ファミリーサポートセン
ター事業業務委託

深谷市全域

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

令和2年3月19日

令和2年4月1日から
令和3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

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

令和2年3月27日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人
病児保育を作る会

1,747,778 実施要綱に基づく事業の運営を適切

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
に行うことのできる法人を選定

100

こども青少年課

101 こども青少年課

深谷市緊急サポート事業業務委
深谷市全域
託

令和２年度児童手当事務事務一 深谷市役所
括処理業務
こども青少年課

令和２年度児童手当現況届一括 深谷市役所
102 こども青少年課
処理業務
こども青少年課

令和2年3月27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2月28日

令和２年４月１日から
令和３年３月３１日

令和2年2月28日

令和２年４月１日から
令和３年３月３１日

特定非営利活動法人
病児保育を作る会

ＡＧＳ株式

ＡＧＳ株式

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

【単価】
処理基本料金 38,000円／回
プリント（印字）
4円／枚
カッティング（裁断） 1円／枚
シーリング（圧着） 1円／件
汎用メールシーラー 7円／枚
【単価】
＜現況届＞
処理基本料金
38,000円
／回
プリント（印字）
4円
／枚
カッティング（裁断）
1円
／枚
封入封緘
5円
／件
＜帳票＞
現況届
4.7
円／枚
現況届用窓空き封筒
8.4
円／枚
現況届のお知らせ（Ａ４チラシ）5.9
円／枚
返信封筒
11.8
円／枚

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
や保守などの対応ができないた
め。

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
や保守などの対応ができないた
め。

No.

103

104

105

担当課名

商工振興課

契約名称

プレミアム付商品券システム導
入業務委託

履行場所

深谷市仲町地内

履行期間

契約の相手方

商工振興課

商工振興課

深谷市内各箇所
深谷のまつり及び友好都市物産
催事等については各 平成31年4月1日
振興関連事業業務委託
実施場所

観光案内所
埼玉県深谷市西島地 平成31年4月1日
内（ＪＲ深谷駅周辺）

深谷市観光振興関連事業業務
委託

107

商工振興課

令和元年度深谷市産業祭運営
業務委託

深谷市内

108

商工振興課

第５回深谷ものづくり博覧会FINAL-会場設営業務委託

深谷市普済寺地内

契約金額（税込）

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

令和元年7月1日から
令和元年７月１日
令和2年3月31日まで

1月28日

1/28～2/26

契約の相手方を選定した理由

左記業者は、総合行政システム
の導入業者でシステム及び業務
4,503,600 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。

令和元年6月10日から
令和元年6月10日
ＡＧＳ株式会社
令和元年9月30日まで

プレミアム付商品券申請書印字 深谷市役所商工振興
令和元年7月1日から
令和元年6月21日
ＡＧＳ株式会社
及び封入封緘作業業務委託
課
令和02年12月31日まで

商工振興課

106

契約締結日

【単価】
処理基本料
100,000円
申請書印字作業
4円/件
申請書 封入/封緘作業
10円/件

左記業者は、総合行政システム
の導入業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。

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
18,360,000
体との意思疎通および信頼関係
の構築がなされていないと実施

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
8,154,000 光協会の他にないため。
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。

深谷商工会議所

市内産業に係る情報収集を日常
的に行っており、産業祭の目的を
6,264,000
効果的に達成することが相手方
に限定されるため。

株式会社 エムワイ レン
トオール熊谷

業務履行に係る他の条件を考査
995,500 した際、競争入札に付することが
不利と認められたため。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

109

産業ブランド推 深谷市アグリテック集積戦略実
進室
行支援業務委託

110

産業ブランド推 ふるさと納税支援に係る業務委
深谷市役所
進室
託契約（運用代行プラン）

111

深谷市岡地内ほか

産業ブランド推 ふるさと納税支援業務委託契約
深谷市役所
進室
（プロフェッショナルプラン）

ふるさと納税収納代行事務等委
産業ブランド推
112
託及び指定代理納付者の指定 深谷市役所
進室
に関する契約の締結について

113

産業ブランド推 ふるさと納税支援業務委託個別
深谷市役所
進室
契約（電子感謝券サービス）

契約締結日

履行期間

契約の相手方

令和元年6月24日

令和元年6月24日から
株式会社トラストバンク
令和2年3月31日まで

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

株式会社トラストバンク

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

本業務内容は、昨年度策定した
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㈱チェンジから業務を引き
継いだ、株式会社トラストバンクと
30,800,000
契約して事務を進めていくことで、
効果を発揮できる。また、継続す
ることで経費を抑えることができる
も。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
先事業者の運営するふるさと納
税ポータルサイト「ふるさとチョイ
寄附金額の8％に消費税及び地方 ス」はふるさと納税の全寄附件数
消費税相当額を加算した額
の８４％を受け付けており、この
規模でサービスを提供する事業
者は他に存在しないため。

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
品や取組に関する露出強化であ
寄附金額の5％に消費税及び地方
り、本業務については運営会社
消費税相当額を加算した額
の左記事業者以外に実施できな
いため。

株式会社トラストバンク

「ふるさとチョイス」からの寄附金
寄附払込方法によって寄附金額の の収納代行業務となり、本業務に
3～3.5％
ついては運営会社の左記事業者
以外に実施できないため。

株式会社トラストバンク

左記事業者が提供するふるさと
寄附者に納付した電子感謝券ポイ
納税電子感謝券サービスにおけ
ント数にポイント引換額を乗じて得
る電子感謝券の納品および管理
た額に1％を乗じた金額及びこれに
業務であり、左記事業者以外に
対する消費税及び地方消費税
実施できないため。

No.

114

担当課名

契約名称

履行場所

産業ブランド推 野菜を楽しめるまちづくり戦略実
深谷市岡地内ほか
進室
行支援業務委託

115

企業経営課

深谷市浄化センター太陽光発電
所
深谷市新井地内
保守管理業務

116

企業経営課

自家用電気工作物の保安管理
業務

117

企業経営課

受益者負担金システムGIS機能
深谷市水道庁舎内
拡張業務委託

118

119

契約締結日

履行期間

契約の相手方

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

株式会社バンブック

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

JEFテクノス株式会社

深谷市新井587番1、
令和元年10月1日から 一般財団法人関東電気保
令和元年9月25日
597番4
令和6年9月30日まで 安協会

契約金額（税込）

16,450,000

4,860,000

5,060,000

契約の相手方を選定した理由
本業務内容は、昨年度策定した
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
公募型プロポーザル方式により
提出された企画提案書に基づき、
発電所の建設から保守管理ま
で、一体的に請け負う最も優れた
提案者として特定したため。
電気保安管理業務を行える有資
格者でかつ、緊急対応が可能な
近隣業者が契約者以外にいな
かったため。
左記業者が受益者負担金システ
ムの著作権を有し、左記業者以
外が機能拡張を行うことは困難で
あるため。

令和元年11月22日

令和元年11月22日から オリジナル設計株式会社
令和2年2月28日まで 埼玉事務所

3,465,000

企業経営課

上下水道料金管理システム岡中
央区画整理事業地内住所変更 深谷市水道庁舎内
業務委託

令和2年2月5日

令和2年2月5日から
令和2年3月31日

富士通エフ・アイ・ピー株
式会社

左記業者は、上下水道システム
の開発者であり、左記業者以外
1,980,000
の他の業者では対応ができない
ため。

企業経営課

深谷市水道庁舎エレベータ保守
深谷市岡部地内
点検業務委託

令和2年3月13日

令和2年4月1日から
令和7年3月31日

東芝エレベータ株式会社
北関東支社

3,498,000

120

水道工務課

深谷市水道事業水道施設漏水
修繕等に関する業務委託

深谷・岡部地内

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

深谷市指定水道工事店協
同組合

121

水道工務課

深谷市水道事業水道施設漏水
修繕等に関する業務委託

川本地内

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

川本管工事共同組合

左記業者は、エレベータの製造
メーカーであり、点検を行うにあ
たって左記業者でなければ対応
不明なことが多数あるため。

左記組合は、履行場所の地理を
熟知しており、緊急時の工事体制
1,569,600 も速やかに整えられ、迅速に修繕
工事等の対応をすることができる
ため。
左記組合は、履行場所の地理を
熟知しており、緊急時の工事体制
784,800 も速やかに整えられ、迅速に修繕
工事等の対応をすることができる
ため。

No.

122

担当課名

水道工務課

契約名称

履行場所

深谷市水道事業水道施設漏水
修繕等に関する業務委託

花園地内

契約締結日

履行期間

契約の相手方

契約の相手方を選定した理由

左記組合は、履行場所の地理を
熟知しており、緊急時の工事体制
784,800 も速やかに整えられ、迅速に修繕
工事等の対応をすることができる
ため。

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

深谷市水道庁舎（岡
部浄水場内）

平成31年4月1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、左記業者以外の他の業
者では対応ができないため。

水道マッピングシステム株
式会社

2,048,200

花園水道組合

123

水道工務課

設計積算システム保守委託

124

水道工務課

深谷市水道台帳管理システム及
深谷市水道庁舎（岡
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

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

125

水道工務課

深谷市水道事業 皿沼浄水場№
1配水池耐震補強・改修工事監 深谷市原郷地内
理業務委託

令和元年8月21日

令和元年8月21日から 株式会社日水コン
令和2年3月31日まで 埼玉事務所

水道工務課

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別
管理産業廃棄物）処理委託（安 深谷市普済寺地内
定器等）

令和元年9月2日

令和元年9月2日から
令和2年3月31日まで

127

水道工務課

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別
管理産業廃棄物）処理委託（コン 深谷市普済寺地内
デンサ）

中間貯蔵・環境安全事業
令和元年9月18日から
令和元年9月18日
株式会社 北海道PCB処
令和2年3月31日まで
理事業所

128

水道工務課

深谷市水道事業
皿沼浄水場更新工事監理業務
委託

令和元年11月13日

126

契約金額（税込）

深谷市原郷地内

中間貯蔵・環境安全事業
株式会社 北海道PCB処
理事業所

令和元年11月13日から 新日本設計株式会社
令和5年3月31日まで 関東事務所

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
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。
左記の業者は設計者であり、今
回の工事の内容を熟知している
ため工事監理する上で、稼働施
設の工事の安全性の確保ができ
4,620,000 る。また現場状況を把握している
ことから現場調査費等の価格を
抑えることで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。
高濃度PCB廃棄物の処理機関と
して国から指定されている。また、
3,141,600
契約の性質又は目的が競争入札
に適しないため。
高濃度PCB廃棄物の処理機関と
して国から指定されている。また、
540,550
契約の性質又は目的が競争入札
に適しないため。
左記の業者は設計者であり、今
回の更新工事の内容を熟知して
62,700,000 いるため工事監理する上で、稼働
施設の工事の安全性の確保がで
きる。また現場状況を把握してい

No.

129

130

131

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

水道工務課

深谷市水道事業 前川原浄水場
着水井・塩素混和地清掃点検業 深谷市中瀬地内
務委託

令和元年12月23日から カワナベ工業株式会社
令和元年12月23日
令和2年3月31日まで 埼玉営業所

業務の特殊性により、特定の者と
契約しなければ、契約の目的を
2,090,000 達成することができないため、本
市でロボット清掃の実績を有する
者を選定した。

水道工務課

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

令和元年12月25日から 東芝インフラシステムズ
令和元年12月25日
令和2年3月27日まで 株式会社 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
1,320,000
的確な点検の執行、修繕計画策
定が行えるため。

水道工務課

深谷市水道事業 非常用自家発
令和元年12月25日から ヤンマーエネルギーシス
電設備保守点検業務委託（その 深谷市原郷地内ほか 令和元年12月25日
令和2年3月27日まで テム株式会社 東京支社
３）

132

下水道工務課

事業計画変更図書作成等業務
委託

深谷処理区ほか

133

下水道工務課

公共下水道管基本設計業務委
託

深谷市畠山地内ほか 令和元年8月28日

134

農業集落排水第２処理施設（下
下水道工務課 郷地区）改修工事施工監理業務 深谷市武蔵野地内
委託

135

下水道工務課

136

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

令和元年9月4日

令和元年7月1日

令和元年9月4日から
令和2年3月31日まで

株式会社NJS
関東事務所

令和元年8月28日から 株式会社コーセツコンサ
令和2年2月28日まで ルタント 深谷事務所

令和元年7月1日から
令和2年3月31日まで

埼玉県土地改良事業団体
連合会

農業集落排水施設（本田東地区
令和元年7月12日から 埼玉県土地改良事業団体
深谷市本田地内ほか 令和元年7月12日
ほか）機能診断調査業務委託
令和2年2月28日まで 連合会

令和元年7月25日から 埼玉県土地改良事業団体
令和元年7月25日
令和2年3月31日まで 連合会

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
1,210,000
的確な点検の執行、修繕計画策
定が行えるため。
左記業者は、下水道計画当初か
ら旧深谷及び旧岡部地区の法手
19,800,000 続きを行っていることから、履行
期間の短縮及び予定価格の縮減
が図れるため。
左記業者は、下水道計画当初か
ら旧深谷及び旧岡部地区の法手
3,630,000 続きを行っていることから、履行
期間の短縮及び予定価格の縮減
が図れるため。
農業集落排水事業について専門
的知識を有しており、事業の執行
3,080,000
が可能となる団体が他にないた
め。

12,375,000

農業集落排水事業について専門
的知識を有しており、事業の執行
が可能となる団体が他にないた
め。

農業集落排水事業について専門
的知識を有しており、事業の執行
2,552,000
が可能となる団体が他にないた
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

令和元年8月6日

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
的知識を有しており、事業の執行
15,829,000
が可能となる団体が他にないた
め。

国際航業株式会社 埼玉
支店

当該システムの開発業者であり、
4,400,000 左記業者以外は対応ができない
ため。

137

138

下水道工務課

農業集落排水施設管理台帳作
成業務委託

深谷市長在家地内ほ
令和元年9月3日
か

令和元年9月3日から
令和2年2月28日まで

139

都市計画課

令和元年度深谷市都市計画基
礎調査業務委託

深谷市全域

令和元年10月16日から 株式会社インフォマティク
令和2年3月31日まで ス

都市計画課

深谷駅市民サービスセンター等
深谷市西島町地内
管理業務委託

契約の相手方を選定した理由

令和元年8月6日から
令和2年3月31日まで

農業集落排水管路施設（大谷地
下水道工務課
深谷市大谷地内
区）全体実施設計業務委託

140

契約金額（税込）

令和元年10月16日

令和2年2月4日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日

一般社団法人深谷市観光
協会

726,000

2,960,986円

業務内容に統合型GISへの反映
を含んでおり、同システム開発業
者である左記業者以外での対応
ができないため。

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
た知識や経験が必要である。つ
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。

No.

141

担当課名

都市計画課

契約名称

深谷駅昇降設備保守点検業務
委託

建築住宅課

深谷消防署豊里分署建設工事
監理業務委託

143

142

履行場所

深谷市西島町地内

契約締結日

令和2年2月4日

履行期間

令和2年4月1日から
令和3年3月31日

契約の相手方

東芝エレベータ株式会社
北関東支社

令和元年6月26日から 株式会社ユニ・アート設計
令和元年10月9日まで 事務所

深谷市下手計地内

令和元年6月26日

建築住宅課

深谷消防署岡部分署建設工事
監理業務委託

深谷市山河地内

令和元年6月26日から 株式会社ユニ・アート設計
令和元年6月26日
令和元年7月10日まで 事務所

144

建築住宅課

市営緑ケ丘住宅改修工事監理
業務委託

深谷市緑ケ丘地内

令和元年8月30日

令和元年8月30日から
SD建築工房
令和2年3月27日まで

145

建築住宅課

市営宿根住宅外壁等改修工事
（６３年棟）監理業務委託

深谷市宿根地内

令和1年10月4日

令和1年10月4日から
令和2年3月26日まで

建築住宅課

深谷市営住宅長寿命化計画（第
深谷市新井地内ほか 令和2年1月14日
２次）策定業務委託

令和2年1月14日から
令和2年7月31日

146

nob一級建築士事務所

埼玉県住宅供給公社

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

2,468,400円

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
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。
左記の業者は「深谷消防署豊里
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」が対象外業務となる
6,490,000 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。
左記の業者は「深谷消防署岡部
分署建設工事」の設計者であり、
5,940,000 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
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
2,464,000 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
左記の業者は「市営宿根住宅外
壁等改修工事（６３年棟）」の設計
1,335,400 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
一般競争入札で不調であったこと
から、市営住宅における左記業
4,070,000
者の管理代行業務の実績等を評
価し特定したため。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

147

建築住宅課

深谷市営緑ケ丘住宅配管等改
修計画策定業務委託

148

建築住宅課

深谷グリーンパーク改修工事設
深谷市樫合地内
計業務委託

149

建築住宅課

深谷市緑ケ丘地内

指定道路情報システム維持管理
建築住宅課
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1月14日

令和2年1月14日から
令和2年3月31日

埼玉県住宅供給公社

市営住宅管理代行業務を受託し
ている実績及び他の公営住宅の
1,320,000
改修についても実績があることを
評価し特定したため。

令和2年2月25日

令和2年2月25日から
令和2年5月29日

有限会社浅見設備設計事
務所

一般競争入札で不調であったこと
1,925,000 から、本施設における左記業者
の実績を評価し特定したため。

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2年3月6日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日

150

区画整理課

岡中央土地区画整理事業 換地 岡中央土地区画整理
令和元年8月1日
処分通知書作成等業務委託
事業地内

令和元年8月1日から
令和2年3月31日まで

昭和株式会社 深谷営業
所

151

道路管理課

境界復元及び数値情報化業務
委(深谷第37）

深谷市大谷地内

平成31年4月22日

平成31年4月22日から
株式会社協同測地開発
令和2年3月31日まで

152

道路管理課

地籍簿及び地籍図複図作成業
務委託(深谷第38）

深谷市大谷地内

令和元年6月7日

令和元年6月7日から
令和2年3月31日まで

153

道路管理課

道路除草業務委託（唐沢川占用 深谷市本住町地内ほ
令和元年7月3日
部その１）
か

株式会社協同測地開発

令和元年7月3日から
株式会社 栄大土木
令和元年12月27日まで

本業務は、左記の業者が履行中
の業務「岡中央土地区画整理事
業換地計画書等作成業務」（以
56,100,000
下、換地計画業務と呼称する）を
反映して作成する業務であり、換
地計画業務が未完了の状況であ
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
3,630,000
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
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
3,179,000
その内容となる市民等へ説明す
る必要があり、業務の円滑な遂
1,199,000

同一箇所に県の受注業者が施工
しているため。

No.

担当課名

154

道路管理課

道路除草業務委託（唐沢川占用 深谷市上敷免地内ほ
令和元年7月3日
部その２）
か

令和元年7月3日から
新藤建設 株式会社
令和元年12月27日まで

1,595,000

155

道路管理課

統合型WebGIS道路台帳機能追 都市整備部
加業務委託
道路管理課

令和元年11月18日

令和元年11月18日から 株式会社インファマティク
令和2年3月31日まで ス

統合型GISのプログラムの著作権
1,881,000 が開発事業者である株式会社イ
ンファマティクスにあるため。

156

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2年3月17日

令和2年4月1日から
令和3年3月31日

㈱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。

道路河川課

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

平成31年4月1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

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
1,166,220
行っており、他の業者では対応が
できないため。

道路河川課

測量設計業務委託（産業拠点推
深谷市永田地内
進事業関連その３）

令和元年11月22日から
令和元年11月22日
ユニオン測量株式会社
令和2年3月19日まで

159

道路河川課

道路詳細修正設計業務委託
（R1-10）

深谷市明戸地内

令和元年12月12日から
令和元年12月12日
株式会社大洋
令和2年2月28日まで

160

道路河川課

川本明戸地区排水検討業務委
託

深谷市長在家地内ほ
令和元年12月20日から 株式会社技術開発コンサ
令和元年12月20日
か
令和2年3月31日まで ルタント

161

道路河川課

道路詳細設計業務委託(R1-11) 深谷市西島地内

令和2年1月17日

令和2年1月17日から
令和2年6月30日まで

㈱北武蔵調査測量設計事
務所

162

指令課

区画整理に伴う指令システム改
深谷市上敷免地内
修

令和元年12月23日

令和2年1月6日から
令和2年3月31日まで

株式会社富士通ゼネラル

157

158

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

同一箇所に県の受注業者が施工
しているため。

隣接する接続箇所の測量設計業
務委託を受託していることから、
2,145,000
設計業務において経費削減を図
れるため。
過年度に実施した測量設計業務
委託を受託していることから、左
880,000
記業者に委託することで経費削
減を図れるため。
過年度に当該排水路の一部につ
いて検討業務を受託していること
8,250,000
から、本検討業務において経費
削減を図れるため。
関連する県道寄居深谷線歩道整
備事業の道路詳細設計業務委託
720,500 を受託していることから、左記業
者に委託することで経費削減を図
れるため。
特殊な技術を必要とし、システム
1,285,900 製造会社である者以外の者では
改修ができないため。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

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

契約締結日

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

契約の相手方を選定した理由
「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
681,252 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。
本市と電算処理契約（選挙システ
ム含む。）の長期継続契約を締結
621,000 しており、契約内容の特殊性によ
り、契約の相手方が特定されるた
め。

指令課

164

行政委員会

期日前投票管理システム 元号 深谷市役所選挙管理
令和元年6月3日
変更対応
委員会ほか

行政委員会

参議院埼玉県選出議員選挙ポ 深谷市内の指定場所
令和元年6月12日から
令和元年6月12日
株式会社コーエー
スター掲示場設置管理業務委託 （２４０箇所）
令和元年9月30日まで

業者は過去の深谷市の選挙にお
いて実績があり、履行状況等につ
3,240,000
いて信頼のおける業者であるた
め。

166

行政委員会

参議院議員通常選挙電算処理
業務

本市と電算処理契約（選挙システ
ム含む。）の長期継続契約を締結
1,479,956 しており、契約内容の特殊性によ
り、契約の相手方が特定されるた
め。

167

行政委員会

参議院議員通常選挙 期日前投 期日前投票所 市内
令和元年7月5日から ランスタッド株式会社
令和元年6月25日
票事務業務委託
５投票所
令和元年7月20日まで 熊谷支店

選挙事務は契約内容が特殊であ
1,820,024 り、過去の実績、履行状況等によ
り信頼のおける業者であるため。

168

行政委員会

埼玉県知事選挙ポスター掲示場 深谷市内の指定場所
令和元年6月12日から
令和元年6月12日
株式会社コーエー
設置管理業務委託
（２４０箇所）
令和元年9月30日まで

業者は過去の深谷市の選挙にお
いて実績があり、履行状況等につ
3,110,400
いて信頼のおける業者であるた
め。

169

行政委員会

埼玉県知事選挙期日前投票事
務業務委託

選挙事務は契約内容が特殊であ
1,820,024 り、過去の実績、履行状況等によ
り信頼のおける業者であるため。

170

行政委員会

開票集計システム（新元号対応 深谷市役所選挙管理
令和元年7月10日から 株式会社ムサシ 北関東
令和元年7月10日
及び特定枠対応）改修業務
委員会
令和元年8月30日まで 支店

深谷市役所選挙管理
令和元年6月3日
委員会 他

東日本電信電話株式会社

契約金額（税込）

163

165

令和2年3月26日

履行期間

令和元年6月3日から
ＡＧＳ株式会社
令和元年7月31日まで

令和元年6月3日から
ＡＧＳ株式会社
令和元年8月30日まで

期日前投票所 市内
令和元年8月9日から ランスタッド株式会社
令和元年6月25日
５投票所
令和元年8月24日まで 熊谷支店

左記業者は、システム購入先で
594,000 であり、左記業者以外の他の業
者では対応ができないため。

No.

171

172

173

174

175

担当課名

契約名称

履行場所

契約締結日

履行期間

行政委員会

投票事務 市内３１投
票所
参議院議員通常選挙 投・開票
開票事務 深谷市総 令和元年6月25日 令和元年7月21日
事務業務委託
合体育館（ビックター
トル）

行政委員会

埼玉県知事選挙交通誘導警備
業務委託

契約の相手方

ランスタッド株式会社
熊谷支店

深谷市ボランティア交
令和元年8月8日から 有限会社ユニオンサービ
流センター・深谷市役 令和元年7月17日
令和元年9月30日まで ス
所

深谷市役所選挙管理
令和元年7月5日
委員会 他

令和元年7月5日から
ＡＧＳ株式会社
令和元年9月30日まで

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

選挙事務は契約内容が特殊であ
1,625,247 り、過去の実績、履行状況等によ
り信頼のおける業者であるため。
左記業者は、統一地方選挙をは
じめ、過去の実績、履行状況等に
469,692
より信頼のおける業者であるた
め。
本市と電算処理契約（選挙システ
ム含む。）の長期継続契約を締結
1,478,663 しており、契約内容の特殊性によ
り、契約の相手方が特定されるた
め。

行政委員会

埼玉県知事選挙電算処理業務

行政委員会

投票事務 市内３１投
埼玉県知事選挙 投・開票事務 票所
令和元年8月25日 令和元年8月25日
業務委託
開票事務 深谷市総
合体育館（ビックター

行政委員会

参議院埼玉県選出議員補欠選
深谷市内の指定場所
令和元年9月11日から
挙ポスター掲示場設置管理業務
令和元年9月11日
株式会社コーエー
（２４０箇所）
令和元年11月29日まで
委託

業者は過去の深谷市の選挙にお
いて実績があり、履行状況等につ
3,036,000
いて信頼のおける業者であるた
め。

ランスタッド株式会社
熊谷支店

選挙事務は契約内容が特殊であ
1,523,897 り、過去の実績、履行状況等によ
り信頼のおける業者であるため。

176

行政委員会

参議院埼玉県選出議員補欠選
挙電算処理業務

深谷市役所選挙管理
令和元年9月12日から
令和元年9月12日
ＡＧＳ株式会社
委員会 他
令和元年11月29日まで

本市と電算処理契約（選挙システ
ム含む。）の長期継続契約を締結
1,508,158 しており、契約内容の特殊性によ
り、契約の相手方が特定されるた
め。

177

行政委員会

参議院埼玉県選出議員補欠選
挙 期日前投票事務業務委託

期日前投票所 市内
令和元年10月11日から ランスタッド株式会社
令和元年9月20日
５投票所
令和元年10月26日まで 熊谷支店

選挙事務は契約内容が特殊であ
1,853,728 り、過去の実績、履行状況等によ
り信頼のおける業者であるため。

参議院埼玉県選出議員補欠選
挙 投・開票事務業務委託

投票事務 市内３１投
票所
開票事務 深谷市総 令和元年9月20日 令和元年10月27日
合体育館（ビックター
トル）

選挙事務は契約内容が特殊であ
1,552,116 り、過去の実績、履行状況等によ
り信頼のおける業者であるため。

178

行政委員会

ランスタッド株式会社
熊谷支店

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

179

教育施設課

上柴西小学校校舎西側トイレほ 深谷市上柴町西５丁
令和元年5月17日から 有限会社アーキテック大
令和元年5月17日
か改修工事監理業務委託
目地内
令和元年9月30日まで 里

180

教育施設課

明戸公民館体育室外部改修工
事設計見直し業務委託

181

教育施設課

中間貯蔵・環境安全事業
ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別
令和元年9月27日から
深谷市田中地内ほか 令和元年9月27日
株式会社 東京ＰＣＢ処理
管理産業廃棄物）処理委託
令和2年3月31日まで
事業所

182

教育施設課

花園中学校 芝生管理業務委託
深谷市小前田地内
（１回目：芝刈り、目土、施肥）

令和元年10月1日

令和元年10月1日から
久保田興業株式会社
令和2年3月31日まで

183

教育施設課

川本中学校グラウンド復旧工事
深谷市田中地内
測量設計業務委託

令和元年10月21日

令和元年10月21日から
三共測量株式会社
令和2年12月13日まで

深谷市蓮沼地内

令和元年6月10日

令和元年6月10日から
山口裕敏建築設計事務所
令和元年9月30日まで

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

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
2,376,000
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
当初設計と同じ設計業者に委
託することにより、業務期間の短
799,200
縮及び予定価格の縮減等を図る
ことが見込まれるため。
左記業者は高濃度ＰＣＢ廃棄物
1,619,900 の処理機関として国から指定され
ているため。
左記業者は芝生化工事実施業者
868,456 であり現場状況を熟知しているた
め。

左記業者は会社所在地が現場に
2,475,000 近接しており緊急対応が可能な
者であるため。

184

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
令和2年2月28日
１８か所

185

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
令和2年2月28日
９か所

令和２年４月１日から
令和３年３月３１日

一般社団法人関東電気保
安協会 埼玉事業本部

2,002,400

186

教育施設課

新幼稚園建設工事監理業務委
託

深谷市常盤町地内

令和２年３月１８日から 新幼稚園建設工事監理業
令和３年３月２６日
務委託

10,126,600

187

教育施設課

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
令和2年3月23日
５か所
約

令和２年４月１日から
令和３年３月３１日

ヤンマーエネルギーシス
テム株式会社 東京支社

1,563,100

188

教育施設課

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
令和2年3月23日
３か所
約

令和２年４月１日から
令和３年３月３１日

ヤンマーエネルギーシス
テム株式会社 東京支社

921,800

令和2年3月18日

令和２年４月１日から
令和３年３月３１日

一般社団法人関東電気保
安協会 埼玉事業本部

3,754,951

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。
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、
中学校の電気配線系統を十分に
熟知しているため。
設計者と同一の者であることか
ら、「設計図書の内容の把握」の
業務及び「技術料等経費」を控除
でき、競争入札を実施して他の業
者と契約するより、金額的に有利
な条件で契約を締結できるため。
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
て有利。また、遠隔監視により常
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
て有利。また、遠隔監視により常

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

令和２年４月１日から
令和３年３月３１日

株式会社キャプティ

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由
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
964,700
換、故障時の部品交換等につい
て有利。また、遠隔監視により常

189

教育施設課

小学校ガスエアコン保守点検業 深谷市人見地内ほか
令和2年3月26日
務委託 GHP総合保守契約
１２か所

190

学校教育課

小学校プロバイダー接続

市内各小学校

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

Knet株式会社

5,119,512

191

学校教育課

小学校ホスティングサービス使
用料

市内各小学校

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

Knet株式会社

2,460,348

192

学校教育課

中学校プロバイダー接続

市内各中学校

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

Knet株式会社

2,694,480

193

学校教育課

中学校ホスティングサービス使
用料

市内各中学校

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

Knet株式会社

1,294,920

194

学校教育課

中学校コンピュータ室ネットワー
深谷市内中学校３校 令和2年2月20日
ク構築業務委託

令和２年２月２０日から ＤｙｎａＢｏｏｋ株式会社 北
令和２年３月３０日
関東支店

195

文化振興課

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

平成元年9月16日から 公益財団法人文化財建造
令和2年3月31日まで 物保存技術協会

令和元年9月16日

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な業務
の履行ができるため。

相手方がサーバーの導入業者と
なっており、またコンピュータネッ
トワークの保守、管理を依頼して
12,699,940
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
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、文化財の保存修理には文
31,900,000
化財建造物修理技術者を有する
必要があることから、左記業者以
外の他の業者では対応ができな

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

196

文化振興課

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（Ｒ２）

令和2年3月30日

令和2年4月1日から
令和2年7月31日まで

197

大寄公民館

非常用電源装置保守点検業務
委託

令和元年7月10日

令和元年7月10日から ヤンマーエネルギーシス
令和元年9月30日まで テム株式会社 東京支社

深谷市起会地内

公益財団法人 文化財建
造物保存技術協会

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

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
20,900,000
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
左記業者が設置メーカーでその
性質や目的が競争入札に適さな
1,188,000
いため。また、緊急性が高いた
め。

198 渋沢栄一記念館

深谷市下手計１２０４
スマートフォン用アプリケーション
（渋沢栄一記念館ほ 平成31年4月1日
ソフト運用保守
か）

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

株式会社協和エクシオ

199 渋沢栄一記念館

渋沢栄一ゆかりの「論語の里」
活性化事業業務委託

尾高惇忠生家、「中の
平成31年4月1日
家」南側施設ほか

平成31年4月1日から
令和2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

200 渋沢栄一記念館

渋沢栄一記念館他駐車場誘導
業務

深谷市下手計地内

平成31年4月27日から
株式会社エース警備
令和元年5月6日まで

864,000

令和元年7月20日から
深谷観光バス株式会社
令和元年8月25日まで

当該業者は深谷市観光協会から
の委託でJR深谷駅～渋沢栄一記
念館のシャトルバスの運行実績
566,628 があり、同一路線を含む巡回バス
の運行に当たっては、当該業者と
の契約が有利であると判断され
たため。

201 渋沢栄一記念館 論語の里巡回バス運行業務

平成31年4月22日

渋沢栄一記念館ほか 令和元年7月10日

当該アプリケーションの開発業者
844,560 であり、他業者では対応不可能な
ため。

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。

市内行事における駐車場誘導業
務受託実績があるため。

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

202 渋沢栄一記念館

旧渋沢邸「中の家」駐車場内誘
導業務委託

深谷市血洗島247番
令和元年7月20日から
地1号ほか（旧渋沢邸 令和元年7月12日
株式会社エース警備
令和元年8月27日まで
「中の家」）

203 渋沢栄一記念館

旧渋沢邸「中の家」駐車場測量
設計業務委託

深谷市血洗島地内

204 渋沢栄一記念館

205 渋沢栄一記念館

論語の里巡回バス運行業務

令和元年9月30日

渋沢栄一記念館ほか 令和元年10月15日

令和元年9月30日から
有限会社渡測 深谷支店
令和元年12月2日まで

令和元年11月１日から
深谷観光バス株式会社
令和元年12月27日まで

落雷被害による旧渋沢邸「中の 深谷市血洗島２４７－
令和元年10月28日から
令和元年10月28日
豊里電気住宅設備
家」西側施設電気設備修繕 １ほか
令和2年2月21日まで

206 渋沢栄一記念館 旧渋沢邸「中の家」土蔵Ⅳ修繕

深谷市血洗島２４７－
令和元年11月11日から
令和元年11月11日
ワタナベ工業株式会社
１ほか
令和2年3月25日まで

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

渋沢栄一の新一万円札図案決定
に伴い見学者が急増したことか
ら、旧渋沢邸「中の家」における
1,347,840
夏休み中の駐車場内の誘導が急
きょ必要となったため。
市内には対応可能な業者がない
当該業者は先に実施した旧渋沢
邸「中の家」地質調査業務におい
て敷地内の測量作業を行ってお
1,793,000
り、この際に取得したデータを利
用することにより、安価に業務を
執行することが期待できるため。
当該業者は深谷市観光協会から
の委託でJR深谷駅～渋沢栄一記
念館のシャトルバスの運行実績
519,480
があり、同一路線を含む巡回バス
の運行に当たっては、当該業者と
の契約が有利であると判断され
当該施設については創学舎高等
学校のスクーリング授業などで使
2,342,945
用の予定があり、早急な対応が
必要とされたため。
本業務で意図する修繕を実施で
きる業者が市内に存在しないこ
と、本施設内の建物において修
2,271,500
繕実績があり、建物の概要につ
いて知悉していることが契約上有
利であると判断されたため。

