平成２９年度 特命随意契約締結状況
（円）

No.

担当課名

1

財政課

財務会計システム保守業務委託 全庁

平成29年4月1日から
平成30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

2

財政課

統合資産管理システム利用

全庁

平成29年4月1日から
平成30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

3

公共施設改革
推進室

深谷市

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

富士通株式会社 関東支
社

公共施設予約システムに係る運
用及び保守であり、当該システム
3,926,880
の開発業者である、左記業者以
外は対応ができないため。

東芝電機サービス株式会
社 北関東支店

現在稼働している無停電電源装
置は、株式会社東芝が製造設置
し左記の業者が保守点検業務を
513,000
行う体制がとられており、他の業
者では保守点検などの対応がで
きないため。

4

5

6

7

8

契約名称

施設予約運用サービス

情報システム課 無停電電源装置保守点検委託

協働推進課

市民課

市民課

市民課

履行場所

深谷市仲町１１－１
本庁舎内

深谷市魅力発信ラジオ番組等制
深谷市内ほか
作放送業務

深丘園霊きゅう自動車運行業務
委託

深谷市山河地内

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

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

履行期間

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

契約の相手方

株式会社エフエムナック
ファイブ

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

深谷市の魅力を首都圏を中心に
発信する業務の性質上、地元埼
6,480,000 玉県に唯一の拠点を置く広域ラジ
オ局が制作放送することが深谷
市のＰＲに効果があるため。

株式会社五輪

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
824,580 運行業務を熟知しており、日々の
葬祭業務を円滑に行うことができ
るため。

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
833,844 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。

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
2,073,600 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。

No.

9

10

担当課名

市民課

保険年金課

契約名称

戸籍総合システム・ブックレス保
守サービス業務

平成２９年度国民健康保険税印
字業務

履行場所

履行期間

深谷市役所、岡部総
合支所、川本総合支
平成29年4月1日から
所、花園総合支所、
平成30年3月31日まで
キララ上柴行政サー
ビスセンター

深谷市役所 保険年 平成29年4月1日から
金課
平成30年3月31日まで

契約の相手方

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

ＡＧＳ株式会社

契約金額（税込）

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。

納税通知書（当初・一
般分）
処理基本料金
１回19,000円（税抜）
他
予算額4,147,000円

11

保険年金課

平成２９年度深谷市特定健康診
査業務

深谷市内

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

契約の相手方を選定した理由

左記の業者は総合行政システム
の運用業者である。税情報の印
字は、機密性及び正確性が必要
とされる業務であり、印字の誤り
は、課税誤り及び個人情報の漏
洩に直接結びつく重大な過誤とな
る危険性がある。左記以外の業
者へ委託した場合、データ化した
税情報の持ち出しに伴うリスクが
発生する。当業務は印字から発
送まで短期間で行わなければな
らず、迅速かつ正確な作業が必
要とされるため、受託者は税情
報、データの取扱方法及び印字
方法に精通している必要がある
ため。

地域医療の核として高い健診技
特定健康診査 １件
術と実績を持ち、9,500人規模の
一般社団法人深谷寄居医
8,121円他
集団健診をがん検診と同時に実
師会
予算額97,809,500円
施しており、左記業者以外の他の
業者では対応ができないため。

12

保険年金課

平成２９年度深谷市特定保健指
導業務

深谷市内

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

一般社団法人深谷寄居医
師会

13

保険年金課

特定保健指導に係る検査業務

一般社団法人深谷寄
平成29年4月1日から
居医師会メディカルセ
平成30年3月31日まで
ンター

一般社団法人深谷寄居医
師会

動機付け支援 1件
7,560円
積極的支援 1件
23,760円
予算額 2,322,000
円

専門的知識と技術を有し、健診実
施後ほぼ通年保健指導を実施す
ることが可能であることに加え、
特定健診と連携した支援が可能
なため、早期に該当者に生活習
慣を見直す機会を提供できる。左
記業者以外の他の業者では同等
の対応ができないため。

1件 2,581円 特定保健指導に付随する血液検
予算額 516,200円 査業務であるため。

No.

14

15

16

17

18

19

20

担当課名

保険年金課

保険年金課

資産税課

契約名称

履行場所

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29年4月1日から
平成30年3月31日まで

専門的知識と技術を有し、健診実
施後ほぼ通年保健指導を実施す
ることが可能であることに加え、
初回面接 １件
一般社団法人深谷寄居医
地域性や対象者の特性を理解し
15,000円他
師会
ている保健師及び管理栄養士に
予算額 3,289,680円
よる生活指導ができる。左記業者
以外の他の業者では同等な対応
ができないため。

特定健診受診券印字等及び封入
ＡＧＳ株式会社
封緘業務

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

ＡＧＳ株式会社

総合行政システムを使用して実
受診券プリント 1件 施しており、そのシステム導入業
4.70円他 者であり、システムの熟知度を考
予算額 734,400円 慮し最も確実かつ効率的な業務
の履行が可能であるため。

平成２９年度税務地図情報システ
資産税課
ム保守業務委託

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

朝日航洋株式会社
埼玉支店

平成２９年度糖尿病性腎症重症
化予防対策事業業務委託

深谷市内

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
648,000
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。

生活福祉課

平成２９年度生活保護システム
保守業務委託

深谷市役所生活福祉 平成29年4月1日から
課
平成30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、同システムを構築し
たものであり、同社以外のもので
1,490,400
は保守管理を行うことができない
ため。

障害福祉課

平成29年度障害児母子通園事業 深谷市大谷地内ポプ 平成29年4月1日から
業務委託
ラ母子通園施設
平成30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。

障害福祉課

平成29年度深谷市手話通訳派遣
埼玉県内
事業業務委託

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
933,000 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。

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
1,290,000 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。

障害福祉課

平成29年度深谷市手話奉仕員及
深谷市内
び手話通訳者養成事業業務委託

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

No.

21

22

23

担当課名

障害福祉課

障害福祉課

長寿福祉課

契約名称

平成２９年度深谷市障害者就労
支援センター事業委託

履行場所

埼玉県内

平成29年度深谷市要約筆記者派
埼玉県内
遣事業業務委託

平成２９年度深谷市市民後見人
推進事業業務委託

履行期間

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

深谷市成年後見サ
ポートセンター（社会 平成29年4月1日から
福祉法人深谷市社会 平成30年3月31日まで
福祉協議会内）及び
深谷市内

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

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
4,526,027 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。

社会福祉法人埼玉聴覚障
害者福祉会

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
636,000 れること、また、近隣では同事業
を実施している事業所は他にない
ため。

社会福祉法人深谷市社会
福祉協議会

本事業は判断能力が不十分な
高齢者や障害者を支援する成年
後見制度の普及啓発と市民後見
人の養成を推進する事業である。
市民後見人は成年後見制度の
利用が増える中で、親族や専門
職（弁護士・司法書士・社会福祉
士など）以外の新たな後見業務の
担い手で、社会貢献意識が強く、
研修などにより成年後見について
一定の知識・能力を身に付けた
1,998,000
一般市民による後見人等の候補
者である。
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ことから地方
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。

No.

24

25

26

担当課名

保健センター

保健センター

商工振興課

契約名称

予防接種業務委託

予防接種業務委託

履行場所

深谷市内

深谷市内

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

ＢＣＧ8,470円
不活化ポリオ9,816円
4種混合12,358円
三種混合6,867円
二種混合6,864円
麻しん風しん混合
11,731円
麻しん単抗原6,909円
風しん単抗原6,910円
日本脳炎8,510円 専門性が高い分野に関する委託
子宮頸がん16,860円 であり、履行できる業者が限定さ
ヒブ9,124円 れるため。
小児用肺炎球菌12,236
円
水痘10,090円
高齢者肺炎球菌4,000
円
高齢者肺炎球菌（生保）
8,000円
B型肝炎7,740円

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

一般社団法人 深谷寄居
医師会

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

ＢＣＧ8,470円
不活化ポリオ9,816円
4種混合12,358円
三種混合6,867円
二種混合6,864円
麻しん風しん混合
11,731円
麻しん単抗原6,909円
風しん単抗原6,910円
日本脳炎8,510円 専門性が高い分野に関する委託
一般社団法人埼玉県医師
子宮頸がん16,860円 であり、履行できる業者が限定さ
会
ヒブ9,124円 れるため。
小児用肺炎球菌12,236
円
水痘10,090円
高齢者肺炎球菌4,000
円
高齢者肺炎球菌（生保）
8,000円
B型肝炎7,740円

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29年4月1日から
振興関連事業業務委託
実施場所
平成30年3月31日まで

一般社団法人深谷市観光
協会

まつり事業に関しては、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いないと
18,360,000
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。

No.

27

28

29

30

31

32

担当課名

商工振興課

契約名称

履行場所

履行期間

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29年4月1日から
託
内（ＪＲ深谷駅周辺） 平成30年3月31日まで

契約の相手方

一般社団法人深谷市観光
協会

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

１）観光案内業務については、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
8,284,000
いため。
２）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。

東芝エレベーター株式会
社
北関東支社

左記業者は、設置業者であり、詳
細点検及び消耗品等の交換を行
うにはメーカー独自のノウハウが
498,960
必要であり、故障時の迅速かつ
確実な機能回復は設置業者しか
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
668,856 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。

深谷市上敷免地内

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

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

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

東日本電信電話株式会社

議会事務局

議会中継システム映像配信運用
議場
管理業務委託

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

ＮＥＣネッツエスアイ株式
会社

左記業者は、インターネット映像
配信システムを開発し、放映機器
2,334,096 の運用のための高い技術力を有
しており、他の業者では対応でき
ないため

議会事務局

会議録調製業務（本会議・委員
会・全協）

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

株式会社会議録センター

会議録調製と会議録検索システ
ムは一貫性を保つ必要性があり
3,119,040
費用・納期面からも、他の業者で
は対応できないため

公益財団法人
深谷市地域振興財団

市内スポーツ・レクリエーション団
体と連携した教室などを実施しす
5,600,000
るなど、他の契約と連動させて契
約を締結する必要があるため。

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、本業務を実施する
1,000,000 ために結成された団体であるた
め。

消防総務課

指令課

昇降機保守点検

議会事務局

生涯学習スポー 深谷市スポーツ・レクリエーション 深谷市総合体育館ほ 平成29年4月1日から
ツ振興課
活動支援業務委託
か
平成30年3月31日まで

33 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29年4月1日から
性化事業業務委託
家」南側施設ほか
平成30年3月31日まで

No.

34

35

担当課名

情報システム課

情報システム課

36 渋沢栄一記念館

37

38

39

都市計画課

保健センター

保健センター

契約名称

履行場所

総合行政システム番号制度対応 深谷市役所
業務委託(総務省平成29年度分) 本庁舎内他

総合行政システム番号制度対応 深谷市役所
業務委託(厚労省平成29年度分) 本庁舎内他

旧渋沢邸「中の家」主屋構造調
査・準備計算業務委託

旧渋沢邸「中の家」
（深谷市血洗島２４７
－１）ほか

平成29年度深谷市立地適正化計
深谷市内全域
画策定業務委託

在宅当番医制実施委託契約

がん集団検診業務委託

深谷市内

深谷市内

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

ＡＧＳ株式会社

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
3,780,000 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。

平成29年4月3日から
平成29年7月31日まで

ＡＧＳ株式会社

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
3,175,200 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。

平成29年4月6日から
平成29年月16日まで

和建研
代表 川嵜清和

本業務は専門性が高く、これを実
1,979,640 施できる業者が他になかったた
め。

平成29年4月17日から
平成30年3月30日まで

一般財団法人計量計画研
究所

左記事業者は、都市構造等を整
理した基礎調査を受注した事業
者であり、本業務はこの基礎調査
9,568,800
と一体的に検討することにより、
最も円滑で確実に業務が実施で
きるため。

平成29年4月21日から
平成30年3月31日まで

単価契約
71,040円／日
専門性が高い分野に関する委託
一般社団法人深谷寄居医 41,040円／日（※県
であり、履行できる業者が限定さ
師会
特殊救急医療体制整
れるため。
備事業と同日に実施
の場合）

平成29年4月21日から
平成30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 2,052
円
一般社団法人深谷寄居医
前立腺がん検診
師会
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

平成29年4月3日から
平成29年7月31日まで

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.

40

担当課名

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

履行期間

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

平成29年4月21日から
平成30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）
両側3,607円・片側
一般社団法人深谷寄居医
3,029円
師会
（マンモグラフィ2方
向）
両側4,536円・片側
3,607円
結果郵送 52円
要精検者結果追加郵
送料40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。

一般社団法人 深谷寄居
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
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

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。

一般社団法人深谷寄居医
師会

1,000,000

㈱技術開発コンサルタント

本設計に係る排水路設計業務を
行っていることから必要な作業を
2,646,000
削減でき、有利な価格で契約を締
結できる見込みがあったため

41

保健センター

健康診査等業務委託

深谷市内

平成29年4月21日から
平成30年3月31日まで

42

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29年4月21日から
平成30年3月31日まで

道路河川課

細田堀汚水管移設設計業務委託
深谷市岡地内
（２９－１）

平成29年4月21日から
平成29年9月29日まで

43

契約の相手方

検診業務委託に付随する業務で
あるため。

No.

担当課名

44 産業拠点整備室

45

46

47

48

49

50

道路管理課

契約名称

履行期間

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３５）

深谷市仲町地内ほか

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

中央コンサルタンツ株式
会社北関東事務所

対象路線は現在、道路詳細設計
を左記業者が実施しており、同業
1,387,800 者に委託することで、業務期間の
短縮及び経費の削減が図れるた
め。

平成29年4月26日から
株式会社協同測地開発
平成29年12月27日まで

左記業者は、調査地区を熟知し
ており、境界標埋設手間や現地
踏査・資料整理等の諸経費の削
3,456,000
減が見込まれることや、対象とな
る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。

平成29年5月1日から
平成30年3月30日まで

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、昨年度の業務実
4,536,000
施により知り得た情報を基に的確
かつスムーズな業務実施が期待
できるため。

花園IC拠点地区外周道路都市計
平成29年4月24日から
深谷市永田地内ほか
画決定図書作成業務
平成30年3月30日まで

新庁舎建設推進 深谷市新庁舎オフィスレイアウト
室
設計等支援業務委託

保険年金課

履行場所

総合行政システム（ＰｕｂＬｉｎｋｅｒ）
深谷市役所 本庁舎 平成29年5月1日から
国民健康保険制度関係業務への
内他
平成30年3月31日まで
対応業務委託

コクヨマーケティング株式
会社 埼玉支店

ＡＧＳ株式会社

左記の業者は総合行政システム
の導入業者であり、システム及び
10,393,920 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。

保険年金課

特定健康診査等受診勧奨業務

深谷市内

平成29年5月1日から
平成30年3月31日まで

一般社団法人深谷寄居医
師会

特定健康診査業務に予約受付も
含まれており、特定健診の一連
の業務と合わせて受診勧奨を行
1件 128円
い、希望する方には同時に予約
受付できるのは左記業者以外な
いため。

障害福祉課

第5次深谷市障害者プラン策定支
深谷市内
援業務委託

平成29年5月1日から
平成30年3月31日まで

株式会社ジャパンインター
ナショナル

指名型のプロポーザル競技を行
うことによって、提案やプレゼン
5,832,000
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。

公共料金明細事前通知ｻｰﾋﾞｽ導
深谷市役所（深谷市
入に伴う財務会計ｼｽﾃﾑ改修業務
仲町地内）
委託

平成29年5月1日から
平成29年9月30日まで

株式会社ＢＳＮアイネット

左記業者は、財務会計ｼｽﾃﾑの
納入業者であり、ｼｽﾃﾑ及び業務
1,404,000 に熟知しており、左記業者以外の
業者では既存のｼｽﾃﾑ使用に支
障を生ずる恐れがあるため。

会計課

No.

担当課名

51

下水道工務課

52

道路河川課

53

54

保険年金課

道路管理課

契約名称

履行場所

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

農業集落排水管路施設（下郷地
武蔵野地内
区）実施・出来高設計業務委託

平成29年5月9日から
平成30年2月28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熟知
2,397,600 しており、事業の効率的執行が可
能となる団体が他にないため。

土地分筆登記業務委託（２９－５
深谷市下手計地内
－土）

平成29年5月9日から
平成29年6月30日まで

公益社団法人埼玉公共嘱
託登記土地家屋調査士協
会 代表理事 加藤 実

県内の土地家屋調査士で構成さ
529,518 れる公益社団法人であり、分筆登
記業務を熟知しているため

国民健康保険納税通知書ブッキ 深谷市役所 保険年 平成29年5月16日から
ング及び封入封緘業務
金課
平成29年6月30日まで

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３６）

平成29年5月29日から
平成30年3月30日まで

ＡＧＳ株式会社

株式会社協同測地開発

納税通知書（一般）
裁断、ブッキング、封
入封緘
１部33.5円（税抜）他

左記の業者は総合行政システム
の運用業者である。納税通知書
のブッキング・封入封緘は、機密
性及び正確性が必要とされる業
務であり、業務の誤りは、課税誤
り及び個人情報の漏洩に直接結
びつく重大な過誤となる危険性が
ある。左記以外の業者へ委託し
た場合、納税通知書の持ち出し
に伴うリスクが発生する。当業務
は印字から発送まで短期間で行
わなければならず、今年度、国民
健康保険税印字業務を受託して
いる左記業者に委託することによ
り迅速かつ正確な作業が可能と
なるため。

本業務はＨ工程の閲覧業務にお
いて、現地調査時の状況を対象と
なる市民等へ説明する必要があ
2,970,000 ることから、左記業者でないと履
行できないため。また、工程の一
部を省略できることにより経費の
削減が見込まれるため。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

55

長寿福祉課

平成２９年度高齢者文化スポーツ
深谷市内
振興事業業務委託

56

長寿福祉課

平成２９年度深谷市敬老会演芸
部門開催業務委託

商工振興課

平成２９年度深谷市産業祭運営
業務委託

57

履行期間

平成29年6月1日から
平成30年3月31日まで

契約の相手方

深谷市老人クラブ連合会

深谷市敬老会会場（１ 平成29年6月1日から
社会福祉法人
２地区）
平成29年11月30日まで 深谷市社会福祉協議会

深谷市内

平成29年6月1日から
平成30年3月31日まで

深谷商工会議所

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
ある。
老人クラブは、昭和25年頃、高
齢者自らが相集い、新たな役割を
求めて誕生した自主組織である。
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
を目的としているが、一方で様々
955,000
な社会貢献活動もおこなってい
る。
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、１１２ク
ラブ、５，４３５名の会員（H29.3.31
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。
本業務は、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、
楽しんでもらうために実施するも
の。
2,592,000 このため、当該業務は、市全体
による福祉への取り組みであり、
また総合振興計画の「安心して健
康に暮らせる福祉のまちづくり」
の基本方針を踏まえ、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２
号により、地域福祉に精通し、ま
た福祉における総合的な知識を
有しているため。
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

No.

58

59

60

61

62

担当課名

教育施設課

下水道工務課

教育施設課

教育施設課

教育施設課

契約名称

小学校ガス・電気エアコンフロン
漏えい点検業務委託

履行場所

履行期間

契約の相手方

深谷市蓮沼地内ほか 平成29年6月1日から
株式会社キャプティ
１２か所
平成29年10月31日まで

事業認可変更図書作成業務委託
岡部処理区
（岡部処理区）

花園中学校管理教室棟大規模改
深谷市小前田地内
修工事（Ⅰ期工事）監理業務委託

岡部中学校給食場建設工事監理
深谷市山河地内
業務委託

平成29年6月5日から
平成30年2月28日まで

株式会社ＮＪＳ
関東事務所

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

エアコンの保守点検業務を委託し
ているため（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、迅速に故障への
1,257,120 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）、その点検時期に、フ
ロン漏えい点検を併せることによ
り出張費が削減できるため。
左記業者は、深谷市の下水道事
業を計画当初から携わっている
ので、全体計画を熟知しているほ
9,396,000
か、各種データを保有しているこ
とから、左記業者に委託すること
で、経費の削減が図れるため。

平成29年6月8日から
富田一級建築士事務所
平成29年10月13日まで

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
4,898,880
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。

平成29年6月12日から
平成30年3月30日まで

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
3,434,400
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。

有限会社アーキテック大
里

幡羅小学校東校舎外部改修工事 深谷市東方町３丁目 平成29年6月12日から
山口裕敏建築設計事務所
監理業務委託
地内
平成29年10月13日まで

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
648,000
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.

63

64

65

担当課名

教育施設課

資産税課

水道工務課

66 渋沢栄一記念館

67

68

道路管理課

公共施設改革
推進室

契約名称

履行場所

花園中学校給食場建設工事監理
深谷市小前田地内
業務委託

平成２９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

履行期間

平成29年6月14日から
平成30年3月29日まで

交通安全施設管理台帳システム 深谷市役所
更新業務委託
道路管理課

横田綜合設計

平成29年6月23日から 公益社団法人埼玉県不動
平成29年10月27日まで 産鑑定士協会

深谷市水道事業 配水池清掃点
平成29年6月26日から
深谷市中瀬地内ほか
検業務委託（前川原・川本）
平成29年9月29日まで

旧渋沢邸「中の家」
旧渋沢邸「中の家」主屋建築基準
（深谷市血洗島２４７
法適用除外支援業務委託
－１）ほか

契約の相手方

カワナベ工業㈱埼玉営業
所

平成29年7月3日から
和建研
平成29年12月28日まで 代表 川嵜清和

平成29年7月7日から
平成29年7月31日まで

土地測量・地積更正登記業務委 深谷市東方町３丁目 平成29年7月12日から
託（２９－１）
３６番４ 外５筆
平成29年9月29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
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
2,343,600
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。
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
8,278,956 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。
配水池内部での作業となることか
ら、業務に精通しており本市にお
1,296,000 いて配水池ロボット清掃の実績を
有する者を選定する必要がある
ため
本業務は専門性が高く、これを実
2,783,160 施できる業者が他になかったた
め。

株式会社
技術開発コンサルタント

現在の台帳システムは㈱技術開
発コンサルタントが納入・設定・更
777,600 新しているものであり、移行作業
をスムーズに行えることから経費
削減が期待できるため

公益社団法人埼玉公共嘱
託登記土地家屋調査士協
会

単価契約により契約済みの業務
であり、官庁等の不動産の表示
に関する登記に必要な調査、測
733,722
量及び登記の嘱託を目的として
設立された当該団体以外履行で
きないため。

No.

69

70

71

72

73

担当課名

学校教育課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

資産税課

契約名称

履行場所

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

桜ヶ丘小、深谷西小、
小学校児童学習用タブレットの設
東芝クライアントソリュー
常盤小、上柴西小、 平成29年7月27日から
定およびネットワーク構築業務委
ション株式会社北関東支
岡部小、岡部西小、 平成29年10月20日まで
託
店
川本北小、花園小

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
いるため。導入業者以外が設定し
6,541,560
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
所在が不明となり、早急に対応で
きない場合がある。

明戸小、大寄小、岡
小学校教師指導用タブレットの設
部小、榛沢小、本郷
定およびネットワーク構築業務委
小、岡部西小、川本
託
北小、川本南小

東芝クライアントソリュー
平成29年7月27日から
ション株式会社北関東支
平成29年10月20日まで
店

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
いるため。導入業者以外が設定し
9,532,242
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
所在が不明となり、早急に対応で
きない場合がある。

東芝クライアントソリュー
平成29年7月27日から
ション株式会社北関東支
平成29年10月20日まで
店

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
いるため。導入業者以外が設定し
3,561,516
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
所在が不明となり、早急に対応で
きない場合がある。

中学校教師指導用タブレットの設
明戸中、豊里中
定及びネットワーク構築業務委託

東芝クライアントソリュー
平成29年7月27日から
ション株式会社北関東支
平成29年10月20日まで
店

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
いるため。導入業者以外が設定し
1,971,702
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
所在が不明となり、早急に対応で
きない場合がある。

平成３０年度用 航空写真及び家
資産税課
屋棟番号更新業務委託

平成29年8月3日から
平成30年7月6日まで

中学校生徒学習用タブレットの設 幡羅中、深谷中、藤
定およびネットワーク構築業務委 沢中、岡部中、川本
託
中、花園中

朝日航洋株式会社 埼玉
支店

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
16,189,200
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。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

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

左記の業者は「市営緑ヶ丘住宅
外壁等改修工事（５９年棟）」の設
計者であり、今回の改修内容を熟
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
「工事監理方針の説明・工事監理
1,890,000 方法変更の場合の協議・設計図
書の内容の把握・施工図等の検
討及び報告・工事材料、設備機器
等の検討及び報告」が対象外業
務となり、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。

74

建築住宅課

市営緑ヶ丘住宅外壁等改修工事
深谷市緑ヶ丘地内
(５９年棟)監理業務委託

平成29年8月9日から
平成30年3月16日まで

75

道路管理課

道路除草業務委託（２９－６０）

深谷市人見地内ほか

平成29年8月25日から
株式会社篠原造園
平成29年10月20日まで

972,000

事故の未然防止のため、緊急対
応可能な地元業者とした

76

道路管理課

道路除草業務委託（２９－６３）

深谷市上柴町東
7丁目地内ほか

平成29年8月25日から
有限会社中央園
平成29年10月20日まで

564,840

現場の植栽管理業務を請け負っ
ており、早急な対応が可能なため

77

道路管理課

道路除草業務委託（２９－６６）

深谷市明戸地内ほか

平成29年8月25日から
齊藤造園有限会社
平成29年10月20日まで

658,800

事故の未然防止のため、緊急対
応可能な地元業者とした

78

道路管理課

道路除草業務委託（２９－６７）

深谷市血洗島地内
ほか

平成29年8月25日から
トップグリーン株式会社
平成29年10月20日まで

1,134,000

事故の未然防止のため、緊急対
応可能な地元業者とした

79

80

農業振興課

資産税課

芳沼ハザードマップ作成業務委
託

深谷市本田地内

家屋評価システム保守管理業務
資産税課
委託

SD建築工房

平成29年8月30日から
平成30年3月9日まで

埼玉県土地改良事業団体
連合会

平成29年9月1日から
平成34年8月31日まで

株式会社 会議録セン
ター

契約の相手方については、過去
にため池一斉点検調査により芳
沼について、現地調査や聞き取
り、その結果をまとめた「ため池
データベース」の作成をしているこ
615,600
と、また決壊した場合の下流域影
響度調査区域図を作成したこと等
から、資料収集、計画準備、浸水
想定の設定及び諸経費等におい
て安価に計上できるため。
当該システムは、現時点で１サイ
クル終了した状況で、機能の充足
3,142,800
度も十分であり、運用上の問題も
ないため。

No.

81

82

83

担当課名

生活福祉課

産業拠点整備室

道路河川課

契約名称

履行場所

履行期間

生活保護等版レセプト管理システ 深谷市役所生活福祉 平成29年9月1日から
ムクラウド化業務委託
課
平成29年9月30日まで

花園ＩＣ拠点地区測量業務委託
（２９－１）

深谷市永田地内ほか

原郷上野台線地下埋設物調査設 深谷市上柴町西1丁
計業務委託
目地内

平成29年9月14日から
平成30年2月28日まで

平成29年9月19日から
平成30年3月30日まで

契約の相手方

富士通エフ・アイ・ピー株
式会社

株式会社新日本エグザ

ジェイアール東日本コンサ
ルタンツ株式会社

選挙ポスター掲示場及び国民審
選挙管理委員会が指 平成29年9月28日から
84 選挙管理委員会 査掲示板の設置、管理及び撤去
株式会社コーエー
定する場所
平成29年11月30日まで
業務

85

財政課

86

道路管理課

統一的な基準による地方公会計
財政課
制度支援業務委託

平成29年10月2日から
平成30年3月30日まで

税理士法人エム・エム・ア
イ

大字境界業務委託（大谷／境）

深谷市大谷地内

平成29年10月2日から
平成30年3月30日まで

株式会社協同測地開発

期日前投票所（５か
所）

平成29年10月2日から ランスタッド株式会社熊谷
平成29年11月30日まで オフィス

87 選挙管理委員会 期日前投票事務業務

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

左記業者は、元のレセプト管理シ
ステムを構築し、その後の維持管
理を唯一行っている。また、移行
先のシステムも同社が構築したも
540,000 のであり、その後の維持管理を唯
一行う。さらに、両システムに関す
る著作権を有する唯一の業者で
あることから、同社以外のもので
は対応ができないため。
本業務の履行にあたり、求められ
る総合力を有する業者を選定す
ることにより、業務期間の短縮、
1,572,480
完了済成果との一体的なとりまと
めなど有利な条件で契約すること
ができるため。
当該業務は、鉄道と立体交差す
る道路の附帯工事の設計であり、
過年度に道路本体の設計等を受
29,160,000 注・実施し内容を熟知しているこ
とから、経費の節減に加え、円滑
かつ適正な履行確保の見込みが
あったため。
左記の業者は前回選挙の施行業
者であり、施工期間等を踏まえる
3,879,900
と他の業者による施工は不可能
であるため。
左記業者は、既存の財務会計シ
ステムと連携しながら財務諸表作
1,620,000 成が可能であり、それに伴うコス
トや職員負担の軽減を図ることが
可能なため。
関連業務を受託しており、関連業
532,440 務と同時に現地作業等を行うこと
で経費の削減が見込まれるため
左記の業者は過去の実績、履行
状況等の信頼もおけ、さらに選挙
1,446,417
事務という契約内容が特殊なた
め。

No.

担当課名

契約名称

88 選挙管理委員会 投開票事務業務

履行場所

履行期間

契約の相手方

投票事務 市内３１投
票所・開票事務 深谷 平成29年10月2日から ランスタッド株式会社熊谷
市総合体育館（ビッグ 平成29年11月30日まで オフィス
タートル）

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

左記の業者は過去の実績、履行
状況等の信頼もおけ、さらに選挙
1,520,220
事務という契約内容が特殊なた
め。

深谷市役所選挙管理 平成29年10月3日から
89 選挙管理委員会 衆議院議員総選挙電算処理業務
ＡＧＳ株式会社
委員会 他
平成29年11月30日まで

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
1,666,910 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。

期日前投票システム公職選挙法 深谷市役所選挙管理 平成29年10月3日から
ＡＧＳ株式会社
及び最高裁判所国民審査法対応 委員会 他
平成29年11月30日まで

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
864,000 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。

90 選挙管理委員会

91

92

下水道工務課

資産税課

農業集落排水処理施設の公共下
上原地区ほか
水道接続検討業務委託

平成３０年度向け公図検索システ
深谷市資産税課内
ムデータ更新業務委託

平成29年10月4日から
平成30年3月26日まで

株式会社コーセツコンサ
ルタント 深谷事務所

平成29年10月10日から 朝日航洋株式会社 埼玉
平成30年3月30日まで 支店

計画当初より荒川上流流域関連
公共下水道区域の法手続きを
行ってきたため、地区の特性を熟
5,562,000 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ことか
ら、基礎調査を行う業務期間の短
縮や経費の節減が図れる。
公図検索システムは、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
2,354,400 したものであることから、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。

No.

担当課名

契約名称

履行場所

履行期間

契約の相手方

93

資産税課

平成３０年度向け税務地図情報
システムデータ更新業務委託

深谷市資産税課内

平成29年10月10日から 朝日航洋株式会社 埼玉
平成30年7月6日まで
支店

94

資産税課

平成３０年度向け地番図等加除
修正業務委託

深谷市資産税課内

平成29年10月10日から 朝日航洋株式会社 埼玉
平成30年7月6日まで
支店

95

下水道工務課

下水道情報管理システム地番図
深谷市内
取込み業務委託

96 選挙管理委員会 開票所設営業務

深谷市総合体育館内

平成29年10月11日から 水道マッピングシステム株
平成29年12月11日まで 式会社

平成29年10月11日から
株式会社モアサービス
平成29年10月31日まで

97

農業振興課

病害虫防除対策に係るネギ残渣
平成29年10月16日から 株式会社シタラ興産
深谷市蓮沼地内 外
収集運搬業務委託
平成30年2月28日
代表取締役 設楽竜也

98

保健センター

予防接種業務委託

深谷市内

平成29年10月20日から 一般社団法人 深谷寄居
平成30年1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

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が
2,052,000 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。
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
6,750,000 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。
下水道情報管理システムを開発
した業者と契約しなければシステ
649,080 ムの使用に支障が生ずるほか、
改築に安全責任が果たせないた
め。
左記の業者は前回選挙の設営業
者であり、開票所の設営方法及
500,040 び備品の配置状況を熟知してい
る業者でなければ、１日での開票
所の設営が不可能であるため。

4,687,200

再度入札に付し、落札者がなかっ
たため。

専門性が高い分野に関する委託
高齢者インフルエン
であり、履行できる業者が限定さ
ザ 3,450円
れるため。

No.

担当課名

99

保健センター

100

101

102

103

104

契約名称

予防接種業務委託

履行場所

深谷市内

履行期間

契約の相手方

平成29年10月20日から 一般社団法人埼玉県医師
平成30年1月31日まで 会

契約金額（税込）

契約の相手方を選定した理由

専門性が高い分野に関する委託
高齢者インフルエン
であり、履行できる業者が限定さ
ザ 3,450円
れるため。

農業振興課

深谷グリーンパークパティオ長期
深谷市樫合地内
保全計画策定業務委託

平成29年10月20日から 株式会社相和技術研究所
平成30年3月28日まで 代表取締役 平野尚久

本施設は屋内温水レジャープー
ル施設であり、建設時に設計・監
理を行った㈱相和技術研究所は
屋内プールに関してのノウハウを
持っており、これまでも建物維持
保全に関する調査実績もあるた
4,914,000
め当施設の状態を最も把握して
いる。そのため現状把握等の作
業を低減できるなど業務期間の
短縮、経費の削減等が図れ、著し
く有利な価格で契約を締結するこ
とができる見込みがあるため。

水道工務課

深谷市水道事業 前川原浄水場
深谷市中瀬地内
電気計装点検業務委託

平成29年10月23日から 東芝インフラシステムズ㈱
平成30年3月30日まで 北関東支店

稼動施設での点検業務のため、
適切な養生と不測の事態に備え
2,322,000
た迅速な対応が可能な者を選定
する必要があるため。

資産税課

文化振興課

学校教育課

土地評価替えに伴う固定資産税
深谷市資産税課内
システム改修業務委託

深谷市民文化会館冷温水発生機
深谷市本住町地内
改修工事監理業務委託

コンピュータウイルス対策ソフト更
小学校１９校
新

平成29年11月1日から
平成30年3月30日

ＡＧＳ株式会社

平成29年11月15日から 有限会社浅見設備設計事
平成30年7月20日まで 務所

平成29年11月17日から 東芝クライアントソリュー
平成29年12月1日まで ション株式会社

評価替えに伴う土地評価の変更
点を固定資産税システムに反映
させる業務であり、システム導入
730,080
業者で、最も本システムに精通し
ている左記業者以外では対応が
困難なため。
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「設計図
648,000
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）で契約を締結で
きることが見込めるため。
継続更新するためのライセンス使
用料であり、既存ネットワーク施
設との安定した接続を保つ必要
1,539,000
があるため、コンピュータネット
ワークの保守管理を依頼している
相手方に依頼する。

No.

105

106

107

108

担当課名

学校教育課

学校教育課

学校教育課

下水道工務課

契約名称

履行場所

コンピュータウイルス対策ソフト更
中学校１０校
新

コンピュータ教材整備に係るフィ
ルタリングソフト更新

コンピュータ教材整備に係るフィ
ルタリングソフト更新

小学校１９校

中学校１０校

111

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29年11月17日から 東芝クライアントソリュー
平成29年12月1日まで ション株式会社

継続更新するためのライセンス使
用料であり、既存ネットワーク施
設との安定した接続を保つ必要
810,000
があるため、コンピュータネット
ワークの保守管理を依頼している
相手方に依頼する。

平成29年11月17日から 東芝クライアントソリュー
平成29年12月1日まで ション株式会社

継続更新するためのライセンス使
用料であり、既存ネットワーク施
設との安定した接続を保つ必要
1,580,040
があるため、コンピュータネット
ワークの保守管理を依頼している
相手方に依頼する。

平成29年11月17日から 東芝クライアントソリュー
平成29年12月1日まで ション株式会社

継続更新するためのライセンス使
用料であり、既存ネットワーク施
設との安定した接続を保つ必要
831,600
があるため、コンピュータネット
ワークの保守管理を依頼している
相手方に依頼する。

農業集落排水施設維持管理支援
平成29年11月21日から 埼玉県土地改良事業団体
深谷市大谷地内ほか
（保守点検積算)業務委託
平成30年2月28日まで 連合会

新庁舎建設推進 深谷市仲町歩道橋増設詳細設計
109
深谷市仲町地内
室
業務委託

110

履行期間

農業集落排水施設の設計・運転
管理に関する技術的指導援助及
び施設診断業務等を多数実施し
2,052,000
てきた実績があり、一般のコンサ
ルタントでは出来ない設計積算を
一括して行うことが出来るため。

平成29年11月24日から
株式会社佐藤総合計画
平成30年3月16日まで

新庁舎建物並びに新庁舎外構計
画と密接な関連があり、計画的な
2,721,600 工事発注に向けた履行の確保及
び新庁舎設計との総合的調和を
考慮する必要があるため。

1,134,000

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）

平成29年11月27日から 東芝インフラシステムズ㈱
平成30年3月23日まで 北関東支店

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 深谷市人見地内
２）

三菱電機プラントエンジニ
平成29年11月27日から
アリング㈱東日本本部北
平成30年3月23日まで
関東営業所

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。

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
432,000
的確な点検の執行、修繕計画策
定が行えるため。

No.

担当課名

112

水道工務課

契約名称

深谷市子育て応援きずなメール
事業業務委託

114

深谷市シティプロモーション動画
制作業務

115

116

農業振興課

市民税課

履行期間

契約の相手方

深谷市水道事業 非常用自家発
平成29年11月27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
平成30年3月23日まで テム㈱東京支社
３）

113 こども青少年課

協働推進課

履行場所

深谷市全域

平成29年12月1日から
平成30年3月31日まで

深谷市内

平成29年12月12日から 株式会社ジェイコム北関
平成30年3月23日まで 東

人・農地プラン農地利用計画図面
深谷市全域
作成業務委託

出先公民館ルータ更改

特定非営利活動法人
きずなメール・プロジェクト

平成29年12月12日から 埼玉県土地改良事業団体
平成30年2月16日まで 連合会 会長 柴田 忠雄

深谷市役所 本庁舎 平成29年12月18日から
ＡＧＳ株式会社
内他
平成30年2月15日まで

契約金額（税込）

1,080,000

契約の相手方を選定した理由

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。

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
941,987 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。
本業務の履行にあたり実施したプ
ロポーザルで、提案内容等を評
1,399,734
価し、最も優れた提案者として特
定したため。
当業者は平成２４年度から平成２
８年度にかけて同業務委託により
農地利用計画図を完成させた実
績を有しており業務を熟知してい
る。また、平成２８年度に作成した
図面は、課内パソコンでの閲覧・
修正を行える「埼玉県水土里情報
システム」に対応したデータであ
り、このシステムは農業図作成用
に当業者が開発したものである。
854,280 今回の委託事業による完成品に
ついても、上記システムにて作成
したデータの提出を受けることで
効率的な運用を図ることができ
る。
以上のことから、システム開発者
であると共に、業務の履行にあた
りノウハウを有している当事業者
に業務を委託することが、価格面
でも、技術面でも有利と認められ
るため。
基幹系システムに対応した機器を
設置する業務であることから、基
853,200円 幹系システム導入業者である左
記業者でないと実施できないた
め。

No.

117

118

119

120

担当課名

市民税課

申告受付会場設営業務委託

市民税課

給与支払報告書データパンチ業
務委託

市民課

障害福祉課

121

公共施設改革
推進室

122

市民税課

123

契約名称

道路河川課

履行場所

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

市内各公民館

平成29年12月27日から
ＡＧＳ株式会社
平成30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
1,265,760円 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。

市民税課

平成29年12月27日から
ＡＧＳ株式会社
平成30年3月30日まで

基幹系システムへのデータ取込
作業であることから、基幹系シス
5,314,680円
テムへの親和性・整合性が必要
なため。

総合行政システム（PubLinker）住
深谷市役所 本庁舎 平成29年12月28日から
民基本台帳システム改修業務委
AGS株式会社
内他
平成30年3月30日まで
託

左記の業者は総合行政システム
導入業者であり、他の業者では
5,440,000
法改正に伴う改修ができないた
め。

自立支援給付システム
(MCWEL)H30.4改正総合支援法
対応(H29分)

ＡＧＳ株式会社

左記の業者はシステムの導入業
者であり、他の業者では法改正に
5,086,800
かかるシステム改修ができないた
め。

土地測量・地積更正登記業務委 深谷市西島字内谷田 平成30年1月9日から
託（２９－３）
３６番４ 外２筆
平成30年3月20日まで

公益社団法人埼玉公共嘱
託登記土地家屋調査士協
会

単価契約により契約済みの業務
であり、官庁等の不動産の表示
に関する登記に必要な調査、測
1,038,815
量及び登記の嘱託を目的として
設立された当該団体以外履行で
きないため。

平成３０年度個人住民税普徴税
額決定通知一括処理業務委託

ＡＧＳ株式会社

1,674,756

測量設計業務委託（29-16)

深谷市役所 本庁舎 平成30年1月11日から
内他
平成30年3月30日まで

深谷市役所市民税課

深谷市原郷地内

平成30年1月9日から
平成30年6月30日まで

平成30年1月9日から
平成30年3月30日まで

市議会議員補欠選挙ポスター掲
選挙管理委員会が指 平成30年1月9日から
124 選挙管理委員会 示場設置、管理及び撤去業務委
定する場所
平成30年2月28日まで
託

ユニオン測量株式会社

株式会社 コーエー

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。

本業務は別業務で実施中の道路
改良事業に伴う雨水排水管布設
のためのものであり、その別業務
756,000 を請け負っている左記業者と契約
することで、業務期間の短縮が図
れ、また、経済的に有利な価格で
契約することができるため。
左記の業者は市長選挙の施行業
者であり、施工期間等を踏まえる
3,369,600
と他の業者による施工は不可能
であるため。

No.

担当課名

125

道路河川課

土木積算システム運用に伴う
サーバ環境設定業務委託

深谷市役所

平成30年1月23日から
平成30年4月27日まで

株式会社日立システムズ
関東甲信越支社

1,912,680

土木積算システムは埼玉県と㈱
日立システムズが共同開発したも
ので、専門技術を要する業務であ
るため。

126

学校教育課

中学校コンピュータ室ネットワーク 南中学校
構築業務委託
上柴中学校

平成30年1月24日から
平成30年3月31日まで

東芝クライアントソリュー
ション株式会社

8,177,328

既設ネットワーク施設との安定し
た接続を保つ必要があるため

127

学校教育課

川本北小学校
中学校コンピュータ室ネットワーク
川本南小学校
構築業務委託
花園小学校

平成30年1月24日から
平成30年3月31日まで

東芝クライアントソリュー
ション株式会社

13,144,302

既設ネットワーク施設との安定し
た接続を保つ必要があるため

128

建築住宅課

129

市民税課

130

131

農業振興課

教育施設課

契約名称

履行場所

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

榛沢学童保育室建設工事監理業
深谷市榛沢地内
務委託

平成30年2月14日から
平成30年9月7日まで

ｎｏｂ一級建築士事務所

左記業者は「榛沢学童保育室建
設工事」の設計者であり、今回の
工事内容を熟知していることか
ら、工事監理者とすることで、監
3,056,400 理業務委託費の対象外業務を考
慮することができ、発注者にとっ
て有利な条件となるほか、工事施
工業者への設計趣旨の説明もス
ムーズに行えるため。

平成３０年度個人住民税特別徴
収税額決定通知一括処理業務

平成30年2月26日から
平成30年5月11日まで

ＡＧＳ株式会社

1,364,040

株式会社シタラ興産
代表取締役 設楽竜也

競争入札を実施して他の業者と
契約するより、円滑かつ適正な履
行の確保を図るため契約履行中
1,134,000
の者に委託をする方が、経費の
削減ができるなど有利であると認
められるため

深谷市役所市民税課

病害虫防除対策に係るネギ残渣
平成30年3月1日から
深谷市蓮沼地内 外
収集運搬業務委託
平成30年3月30日まで

（仮称）岡部公民館建設工事監理
深谷市普済寺地内
業務委託

平成30年3月20日から
平成31年8月30日まで

株式会社 国設計

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。

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
31,860,000
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

132

総務防災課

本庁舎エレベーター保守点検業
務委託

深谷市仲町地内

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

東芝エレベーター株式会
社 北関東支店

452,304

総務防災課

本庁舎電話交換機保守点検業務
深谷市仲町地内
委託

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

沖ウィンテック株式会社
北関東支社

左記の業者は本庁舎電話交換機
の製造者であり、製品及び点検
803,520
方法を熟知しており、確実かつ迅
速な対応が見込めるため。

総務防災課

庁舎自家用電気工作物保安管理 深谷市仲町地内他

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

一般財団法人 関東電気
保安協会 埼玉事業部

左記の業者は庁舎内の自家用電
気機器の設置状況に精通してお
632,032
り、確実かつ迅速な対応が見込
めるため。

総務防災課

深谷市例規集データベースシス
テム管理等業務

平成30年4月1日から
平成35年3月31日まで

第一法規株式会社

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

【イベント出動】
本業務の履行にあたり、公募型
出動件数に応じて
公益財団法人深谷市地域
見積合わせを実施した結果、左
振興財団
記業者が最も優れた契約相手方
【着ぐるみ貸出管理】
であったため。
1,404,000

133

134

135

136

137

138

139

協働推進課

契約名称

イメージキャラクター管理運営業
務委託

履行場所

深谷市仲町地内他

市が指定する場所

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

左記の業者は本庁舎エレベー
ターの製造者であり、製品及び点
検方法を熟知しており、確実かつ
迅速な対応が見込めるため。

左記業者は、本市の例規集デー
タベースシステムを既に構築して
17,798,400 おり、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。

障害福祉課

平成３０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30年4月1日から
内
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
3,384,752 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

平成３０年度障害児母子通園事
業業務委託

平成30年4月1日から
ポプラ母子通園施設
平成31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。

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
4,600,000 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

平成３０年深谷市障害者就労支
援センター事業委託

埼玉県内

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

No.

140

担当課名

障害福祉課

契約名称

平成３０年度深谷市要約筆記者
派遣事業業務委託

履行場所

埼玉県内

履行期間

平成30年4月1日から
平成31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

社会福祉法人埼玉聴覚障
害者福祉会

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
1,860,000 れること、また、近隣では同事業
を実施している事業所は他にない
ため。

ＪＥＦテクノス株式会社

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、
4,860,000 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。

141

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

142

水道工務課

深谷市水道事業 浄配水場施設
平成30年4月1日から
深谷市岡部地内ほか
警備業務委託
平成31年3月31日まで

セコム株式会社

143

水道工務課

深谷市水道事業 水道施設漏水 深谷給水区域及び岡 平成30年4月1日から
修繕等に関する業務委託
部給水区域
平成31年3月31日まで

深谷市指定水道工事店協
同組合

144

水道工務課

深谷市水道事業 水道施設漏水
川本給水区域
修繕等に関する業務委託

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

川本管工事業協同組合

漏水事故等に対し、迅速かつ円
744,000 滑に対応するため、業務に精通し
ている地元の組合を選定

145

水道工務課

深谷市水道事業 水道施設漏水
花園給水区域
修繕等に関する業務委託

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

花園水道組合

漏水事故等に対し、迅速かつ円
744,000 滑に対応するため、業務に精通し
ている地元の組合を選定

下水道積算システム保守業務委 深谷市役所下水道工 平成30年4月1日から
託
務課
平成31年3月31日まで

株式会社リサーチアンドソ
リューション東京本社

左記業者はシステム開発業者
で、当業者と契約しなければ、既
598,752 存の設備等の使用に支障が生ず
る又は、安全責任が果たせない
ため

深谷駅市民サービスセンター等
管理業務委託

一般社団法人
深谷市観光協会

2,400,000

東芝エレベーター
株式会社

設備の製造業者であり、保守に
関する整備に精通しており、独自
2,172,096 で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なた
め。

146

下水道工務課

147

都市計画課

148

都市計画課

深谷市西島町地内

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30年4月1日から
平成31年3月31日まで

契約の相手方

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

該当施設に対し十分な実績があ
15,616,800 り、内部状況についても熟知して
いる必要があるため。
漏水事故等に対し、迅速かつ円
1,488,000 滑に対応するため、業務に精通し
ている地元の組合を選定

本業務に含まれる窓口取扱事務
には、来客者への市内案内も含
まれているため、観光情報に精通
した左記業者を選定した。

No.

149

担当課名

都市計画課

契約名称

深谷駅開閉管理業務委託

履行場所

深谷市西島町地内

履行期間

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

ビソー工業株式会社

左記システムは、深谷市統合型
WebGISに搭載されており、その
2,430,000 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

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30年4月1日から
平成31年3月31日まで

株式会社 ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ

151

建築住宅課

深谷市営住宅管理代行業務
（年度協定）

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

議会中継システム映像配信運用
議場
管理業務委託

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

ＮＥＣネッツエスアイ株式
会社

会議録調製業務（本会議・委員
会・全協）

議会事務局

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

株式会社会議録センター

小学校電気保安業務委託

深谷市蓮沼地内ほか 平成30年4月1日から
１８か所
平成31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
速に行える２４時間体制が整い、
3,686,679
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30年4月1日から
９か所
平成31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
速に行える２４時間体制が整い、
1,965,993
中学校の電気配線系統を十分熟
知しているため。

昇降機保守点検業務委託

153

議会事務局

154

議会事務局

156

教育施設課

左記業者は、設置業者であり、詳
細点検及び消耗品等の交換を行
うにはメーカー独自のノウハウが
498,960円
必要であり、故障時の迅速かつ
確実な機能回復は設置業者しか
できないため。
左記業者は、インターネット映像
配信システムを開発した業者であ
り、放映機器の運用のための高
2,397,600
い技術力を有しており、他の業者
では緊急時の対応等が難しいた
め
単価契約
本業務は、会議録検索システムと
１時間当たり 19,000
一貫性を保つ必要性があり、費
円
用・納期面からも他業者では対応
（予算額 2,976,000
が難しいため
円）

東芝エレベーター株式会
社北 関東支社

消防総務課

教育施設課

公営住宅法第47条第1項の規定
59,199,486 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。

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

152

155

契約の相手方を選定した理由

左記業者は、深谷駅行政施設警
備業務を請け負っており、防犯シ
1,022,760 ステムを保守・制御していること
から、緊急時に迅速な対応が図
れるため。

150

深谷市営住宅
（全１０住宅）

契約金額（税込）

深谷市上敷免地内

No.

157

158

159

160

161

担当課名

教育施設課

教育施設課

教育施設課

契約名称

小学校ガスエアコン（普通教室・
給食場）保守点検業務委託

中学校ガスエアコン（普通教室・
給食場）保守点検業務委託

小学校ガスエアコン（給食場）保
守点検業務委託

生涯学習スポー 公民館エレベーター保守管理業
ツ振興課
務委託

協働推進課

履行場所

履行期間

深谷市田谷地内ほか 平成30年4月1日から
５か所
平成31年3月31日まで

深谷市田谷地内ほか 平成30年4月1日から
３か所
平成31年3月31日まで

深谷市人見地内ほか 平成30年4月1日から
１１か所
平成31年3月31日まで

深谷市仲町地内 他 平成30年4月1日から
８箇所
平成31年3月31日まで

市民活動サポートセンター運営業
深谷市本住町地内
務

平成30年4月4日から
平成31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

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
1,534,680
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
905,040
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、迅速に故障への対応ができ
576,504
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。

東芝エレベータ株式会社
北関東支社

市内公民館のエレベーターは全
て東芝エレベータ社製となってお
り、施設の管理運営上、故障等の
4,490,640
際に緊急を要することから、部品
調達等迅速な対応が最も可能な
製造元を選定した。

深谷市社会福祉協議会

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、様々なボランティア情
1,242,000
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。

