
№ 契約名（件名） 履行場所 履行期間 契約の相手方及び住所
契約金額
（税込額）

契約の相手方を選定した理由 法令根拠 契約担当課名

1
自家用電気工作物保安
業務委託

三芳町役場庁舎
内

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

大場電気管理事務所
坂戸市塚越140-5

838,080円

電気事業法第４３条に定める電気工作物
主任技術者であり、庁舎電気設備に精通
し、東京電気管理技術者協会の会員で
非常時及び緊急時の対応が的確に行え
る体制が整っているため。

６号（入札不利） 財務課

2
庁舎設備等運転監視管
理業務委託

三芳町役場庁舎
内

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

㈱桜井エンジニアリング
東京都中野区中央1-
1-3 新都心ビル4Ｆ

7,128,000円
本庁舎の設備（空調等）に特殊性があり、
既設設備を熟知しているもの以外に依頼
した場合、支障が生じる恐れがあるため。

２号（競争不適） 財務課

3 庁舎電話交換業務委託
三芳町役場庁舎
内

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

㈱サイオー
さいたま市浦和区岸町
7-12-4

8,942,400円
電話交換業務は専門的な知識及び技術
を要するため。 ６号（入札不利） 財務課

4
庁舎自動ドア保守点検業
務委託

三芳町役場庁舎
内

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

ナブコシステム㈱
所沢営業所
所沢市東所沢1-4-15

563,760円

既設の自動ドア設備と密接不可分な関
係にあり、既設設備を施工している者以
外に依頼した場合、著しい支障を生じる
おそれがあるため。

２号（競争不適） 財務課

5
庁舎エレベータ保守点検
業務委託

三芳町役場庁舎
内

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

㈱日立ビルシステム
さいたま市大宮区桜木
町4-333-13

1,944,000円
既設設備を施工している者以外に依頼し
た場合、システム管理上、著しい支障を
生じるおそれがあるため。

２号（競争不適） 財務課

6
庁舎設備保守点検業務
委託

三芳町役場庁舎
内

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

㈱桜井エンジニアリング
東京都中野区中央1-
1-3 新都心ビル4Ｆ

17,262,720円

本庁舎の設備（空調等）に特殊性があり、
既設設備を熟知している者以外に依頼し
た場合、著しい支障を生じるおそれがあ
るため。

２号（競争不適） 財務課

7 庁舎放送設備更新工事
三芳町役場庁舎
内

平成2９年６月２３日から
平成２９年９月２９日

㈱桜井エンジニアリング
東京都中野区中央1-
1-3 新都心ビル4Ｆ

7,506,000円

本修繕は、既設設備と密接不可分の関
係にあり、既設設備を保守管理している
者以外に依頼した場合、使用に著しい支
障を生じるおそれがあるため。

２号（競争不適） 財務課

8
土地評価システムメンテ
ナンス業務

三芳町全域
平成2９年5月１５日から
平成３０年３月９日

㈱パスコ
さいたま支店
さいたま市見沼区東大
宮4-74-6　OSセンター
ビル

7,786,800円

本業務は昭和63年度の評価替えから継
続しており、本町の土地評価に関する膨
大な基礎データが蓄積されている。従来
の評価との整合性を持たせることができ、
基礎データ入力費用の軽減も期待できる
ため。

２号（競争不適） 税務課

※　複数単価契約の場合は支払限度額
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9
平成29年度固定資産税
標準宅地の時点修正に
関する業務委託

三芳町内
平成２９年６月２３日から
平成２９年１１月３０日

公益社団法人
埼玉県不動産鑑定士
協会
さいたま市浦和区高砂
3-10-4

単価契約
（年間見込み額）

2,303,910円

標準宅地の不動産鑑定評価は、当協会
の本町に対する土地評価のための基礎
データが蓄積されています。協会に委託
することにより従来の評価との整合性をも
たせた資料の作成ができるほか、基礎
データ費用の軽減が期待できます。価格
変動に伴い、土地評価に対する見方が
厳しくなっていますので、一貫した評価
体制を維持していくことは極めて重要で
あるので委託するものです。

２号（競争不適） 税務課

10 路線価格調整業務委託 三芳町内
平成２９年６月２３日から
平成３０年３月９日

有限会社松崎不動産
鑑定事務所
富士見市西みずほ台２
-１２-１　エクレシア１０３

1,814,400円

平成３０年度固定資産（土地）評価替え
にあたり、土地評価の適正化と均衡化を
図るため、標準地価格から算出した全路
線の路線価格（路線本数見込み1200本）
について、各々の路線、状況類似界、隣
接市町との行政界等の価格調整を行う業
務を有資格者である不動産鑑定士に委
託するものです。業務の特殊性につい
て、公平で適正な評価が強く求められて
いる中、評価額に直接結びつく本業務の
契約は、価格のみで業者選定を行う競争
入札には適さず、町内を精通し、評価替
え実績がり、基礎データを集約している
者以外に依頼した場合、著しく支障を生
じてしまうためです。

２号（競争不適） 税務課

11
三芳町防災行政無線保
守業務委託

三芳町内
平成２９年４月1日から
平成３０年３月３１日

埼玉田中電気㈱
さいたま市南区辻1-3-
18

1,507,788円

本保守業務は、既存の防災行政無線設
備と密接不可分な関係にあり、既設設備
を施工した者以外に依頼した場合、著し
い支障が生じるおそれがあるため。

２号（競争不適） 自治安心課

12
三芳町防災行政無線デ
ジタル化移行整備工事
監理業務委託

三芳町内
平成２９年４月1日から
平成３０年３月３１日

東神システム㈱
東京都江戸川区西瑞
江4-14-8

540,000円

本監理委託は、当該工事にかかる設計
業務を行っており、設計業務委託受注者
以外の者が履行した場合、著しい支障が
生じるおそれがあるため。

２号（競争不適） 自治安心課

13
三芳町地域包括支援セ
ンター運営業務委託

三芳町内（相談
担当地域：上富
地区、北永井地
区、藤久保3区・6
区）

平成２９年４月1日から
平成３０年３月３１日

医療法人財団明理会
埼玉セントラル病院
三芳町上富2177

15,000,000円
平成28年度実績があり、他の業者に委託
した場合に著しく支障が生じるため。 ２号（競争不適） 健康増進課



14
三芳町生活支援体制整
備事業業務委託

三芳町内
平成２９年４月1日から
平成３０年３月３１日

社会福祉法人
三芳町社会福祉協議
会
三芳町藤久保185-4 商
工会館内

2,900,000円

事業実施においては、三芳町全域にお
いて地域における助け合いや生活支援
サービス・介護予防サービスの提供実績
のある者、または中間支援を行う団体等
であって、公益的活動の視点及び公平
中立的な視点を有し、地域でコーディ
ネート機能を適切に担うことができる者で
あることが要件にある。その要件を満たす
ことができる業者は社会福祉法人三芳町
社会福祉協議会に特定されるため。

２号（競争不適） 健康増進課

15
三芳町地域包括支援セ
ンター運営業務委託

三芳町内（相談
担当地域：竹間
沢1区、みよし台1
区、藤久保
1.2.4.5区）

平成２９年４月1日から
平成３０年３月３１日

社会福祉法人美咲会
みずほ苑
三芳町竹間沢735-1

15,000,000円
平成28年度実績があり、他の業者に委託
した場合に著しく支障が生じるため。 ２号（競争不適） 健康増進課

16
平成29年度三芳町健康
運動教室（通所型サービ
スＣ）

三芳町内
平成２９年４月1日から
平成３０年３月３１日

株式会社明和工務店
狭山市北入曽547-10

1,280,000円

三芳町内で参加者の送迎が可能でリハ
ビリ専門職が在籍し、通所型サービスCを
実施できる事業所が株式会社明和工務
店に特定されるため。

２号（競争不適） 健康増進課

17
健康長寿事業のＷｅｂサ
イト及びＩＤ管理使用契約

タニタヘルスリン
クサーバーにお
ける三芳町専用
サイト

平成２９年４月1日から
平成３０年１月３１日

（株）タニタヘルスリンク
東京都豊島区池袋2-
43-1　池袋青柳ビル7Ｆ

4,315,680円
平成２７年度に企画提案方式（プロポー
ザル方式）により随意契約を行った健康
長寿事業を継続実施するため。

２号（競争不適） 健康増進課

18
健康長寿事業運動継続
事業業務

三芳町総合体育
館

平成２９年５月１日から
平成３０年１月３１日

㈱東京ドームスポーツ
東京都文京区春日1-
1-1　ラクーアビル7Ｆ

1,312,308円

健康長寿事業の一環として、日常生活に
おける参加者の運動習慣の構築を図る
ため、実施する事業においては特殊な技
術を必要とする。また地域性・利便性を
重要視するため会場を総合体育館を利
用する等の理由から、競争入札に付する
ことが不利なものであるため。

６号（入札不利） 健康増進課

19
健康長寿事業　住民組
織育成業務

健康増進課（健
康長寿担当）

平成２９年４月１０日から
平成３０年３月３１日

（株）タニタヘルスリンク
東京都豊島区池袋2-
43-1　池袋青柳ビル7Ｆ

648,000円

平成２７年度に企画提案方式（プロポー
ザル方式）により随意契約を行った、健
康長寿事業について、ポータルサイトの
情報等を活用しつつ、住民組織活動の
育成を行うため。

２号（競争不適） 健康増進課

20
健康長寿事業の導入セミ
ナー業務

藤久保公民館
平成２９年５月１０日から
平成３０年３月３１日

（株）タニタヘルスリンク
東京都豊島区池袋2-
43-1　池袋青柳ビル7Ｆ

761,400円
平成２７年度にプロポーザル選定委員会
の選定評価に基づき選定された業者の
ため。

２号（競争不適） 健康増進課



21 ママのための健康診断 三芳町内
平成２９年５月１２日から
平成３０年３月３１日

公益法人
埼玉県健康づくり事業
団
比企郡吉見町江和井
410-1

732,748円

公益財団法人を有し、「公益財団法人及
び公益財団法人の認定等に関する法
律」第２条第４号別表第六に挙げる「公衆
衛生の向上を目的とする事業」を行い、
営利を目的としない業者であるため。

２号（競争不適）
健康増進課
（保健セン
ター）

22 乳がん集団検診 三芳町内
平成２９年５月１２日から
平成３０年３月３１日

公益法人
埼玉県健康づくり事業
団
比企郡吉見町江和井
410-1

6,438,053円

公益財団法人を有し、「公益財団法人及
び公益財団法人の認定等に関する法
律」第２条第４号別表第六に挙げる「公衆
衛生の向上を目的とする事業」を行い、
営利を目的としない業者であるため。

２号（競争不適）
健康増進課
（保健セン
ター）

23 胃がん集団検診 三芳町内
平成２９年５月１２日から
平成３０年３月３１日

公益法人
埼玉県健康づくり事業
団
比企郡吉見町江和井
410-1

2,919,046円

公益財団法人を有し、「公益財団法人及
び公益財団法人の認定等に関する法
律」第２条第４号別表第六に挙げる「公衆
衛生の向上を目的とする事業」を行い、
営利を目的としない業者であるため。

２号（競争不適）
健康増進課
（保健セン
ター）

24 子宮頸がん集団検診 三芳町内
平成２９年５月１０日から
平成３０年３月３１日

公益法人
埼玉県健康づくり事業
団
比企郡吉見町江和井
410-1

870,975円

公益財団法人を有し、「公益財団法人及
び公益財団法人の認定等に関する法
律」第２条第４号別表第六に挙げる「公衆
衛生の向上を目的とする事業」を行い、
営利を目的としない業者であるため。

２号（競争不適）
健康増進課
（保健セン
ター）

25
三芳町緊急サポートセン
ター事業業務委託

三芳町内
平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

特定非営利活動法人
病児保育を作る会
千葉県船橋市咲が丘2-
25-35

518,400円

本事業については、他に委託できる事業
所がないことや、病児・病後児等に対す
る安心・安全な対応について基礎的な知
識等を講習により習得した援助会員（保
健師・看護師・保育士を含む。）が一人ひ
とりの体調に応じたサポートを実施してお
り、現在委託している業者が病児・病後
児等サポートに精通しており今後も継続
が不可欠なため。

２号（競争不適） こども支援課

26
三芳町立第３保育所昇
降機保守点検業務委託

三芳町大字竹間
沢566-1
（第３保育所）

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

㈱日立ビルシステム
東関東支社
千葉県柏市柏4-8-1

738,720円
本業務は、既設設備を施工している者以
外に依頼した場合、システム管理上、著
しい支障を生じるおそれがあるため。

２号（競争不適） こども支援課

27
環境大気調査業務委託
（フィルターバッチ）

三芳町内
平成２９年４月１日から
平成３０年３月２３日

（社）埼玉県環境検査
研究協会
さいたま市大宮区上小
町1450-11

552,960円
継続して測定調査をしなければならない
ため、技術・経験を考慮して業者を選定
した。

２号（競争不適） 環境課



28
最終処分場水質分析業
務委託

三芳町内
平成２９年４月１日から
平成３０年３月２３日

（社）埼玉県環境検査
研究協会
さいたま市大宮区上小
町1450-11

2,624,400円
早急に契約をする必要があり、契約の履
行にあたりデータ等の取得や業務への習
熟・知識・能力等を必要とするため。

６号（入札不利） 環境課

29
最終処分場浸出水処理
施設維持管理等業務委
託

三芳町地内
平成２９年４月３日から
平成３０年３月３１日

株式会社 三盛
三芳町大字上富１５５３
番地５０

842,400円

本業務は、既設の設備と密接不可欠分
の関係があるため、経験、知識を必要と
し、現場の状況等に精通した業者を選定
することとしたいため。

２号（競争不適） 環境課

30
一般廃棄物収集運搬業
務委託委託業務（第一区
域）

三芳町内
平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

㈲阿部商事
三芳町大字上富413-1

単価契約
（年間見込み額）

192,459,600円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
６条の二及び同法施行令第４条第１項の
規定「受託者が受託業務を遂行するに足
りる施設、人員及び財政的基礎を有し、
かつ、受託しようとする業務の実施に関し
相当の経験を有する者であること。」に基
づくため。

２号（競争不適） 環境課

31
一般廃棄物収集運搬委
託業務（第二区域）

三芳町内
平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

㈱片山商事
三芳町大字上富1554

単価契約
（年間見込み額）

44,121,600円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
６条の二及び同法施行令第４条第１項の
規定「受託者が受託業務を遂行するに足
りる施設、人員及び財政的基礎を有し、
かつ、受託しようとする業務の実施に関し
相当の経験を有する者であること。」に基
づくため。

２号（競争不適） 環境課

32
一般廃棄物処理基本計
画策定業務委託

三芳町内
平成２９年６月６日から
平成３０年２月２８日

パシフィックコンサルタ
ンツ　株式会社　埼玉
営業所
さいたま市大宮区吉敷
町１－２３－１

4,536,000円

既設の廃棄物処理施設の運営に携わ
り、町の地域特性や廃棄物の性状などを
熟知している者が本業に関わることで、
円滑な遂行が確保できると考えられるた
め。

６号（入札不利） 環境課

33
町道幹線１６号線物件調
査積算業務委託

三芳町大字藤久
保地内

平成２９年４月１０日から
平成２９年５月３１日

三協測量設計株式会
社三芳町大字北永井３
９１番地３

1,674,000円

平成２０年度に物件調査を実施しており、
本業務にたいして対象箇所を把握してい
ることで確実な業務の履行が確保される
ため。

６号（入札不利） 道路交通課

34
三芳町道路台帳作成業
務委託

三芳町地内
平成２９年５月１２日から
平成２９年１１月２９日

三協測量設計株式会
社三芳町大字北永井３
９１番地３

5,130,000円

本業務は、道路台帳作成業務を当初に
受託し、基本となる資料作成に係ってお
り引き続き同業者で業務を実施しない場
合、作成資料の統一化が計れず、書類
の保管に困難をきたす。また、精確かつ
適切な業務が確保できる等の有利と認め
られるため。

６号（入札不利） 道路交通課



35
小中学校空調室外機保
守点検業務委託

三芳町立小中学
校（8校)

平成２９年５月２６日から
平成２９年７月１９日

フルカワ電設㈱
三芳町大字藤久保
826-53

2,484,000円

本業務は、フロン排出抑制法に基づく点
検保守を行うものであるが、設置から13
年超過の空調機器の老朽化をかんが
み、当時施工に携わった者に点検させる
ことで、近年の故障及び不具合の実情を
踏まえた総合的観点における点検をさせ
ることができるため随意契約とした。

６号（入札不利） 教育総務課

36

三芳町立中央公民館・学
校給食センター自家用電
気工作物保安管理業務
委託

三芳町大字北永
井348-2

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

蛭田電気保安管理事
務所
ふじみ野市南台2-8-2

729,864円
電気事業法第４３条により選任された主
任技術者と契約を締結するため。 ２号（競争不適）

教育総務課
（学校給食セ
ンター）

37
三芳町立学校給食セン
ターボイラ保守点検業務
委託

三芳町大字北永
井348-2

平成２９年４月３日から
平成３０年３月３１日

㈱日本サーモエナー
埼玉支店
さいたま市吉野町1-27-
4

799,200円
本業務は、蒸気ボイラ設備の設置施工を
した者以外に依頼した場合、使用に支障
をきたす恐れがあるため。

６号（入札不利）
教育総務課
（学校給食セ
ンター）

38
三芳町立学校給食セン
ター排水処理施設検査
維持管理業務委託

三芳町大字北永
井348-2

平成２９年４月３日から
平成３０年３月３１日

㈱ライズ
神奈川県横浜市港南
区丸山台2-12-7　第3
丸井ﾋﾞﾙ2F

1,270,080円
本業務は、排水処理設備の設置施工を
した者以外に依頼した場合、処理に支障
をきたす恐れがあるため。

６号（入札不利）
教育総務課
（学校給食セ
ンター）

39

三芳町立中央公民館・学
校給食センターエレベー
ター・給食用電動ダム
ウェター保守点検業務委
託

三芳町大字北永
井348-2

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

㈱日立ビルシステム東
関東支社
千葉県柏市柏4-8-1

1,296,000円
本業務は、既設設備を設置施工している
者以外に依頼した場合、使用に支障をき
たす恐れがあるため。

６号（入札不利）
教育総務課
（学校給食セ
ンター）

40
三芳町立中央公民館・学
校給食センター自動ドア
保守点検業務委託

三芳町大字北永
井348-2

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

フルテック㈱埼玉支店
さいたま市桜区栄和1-
14-8

1,096,200円
本業務は、既設設備を設置施工している
者以外に依頼した場合、使用に支障をき
たす恐れがあるため。

６号（入札不利）
教育総務課
（学校給食セ
ンター）

41
サービス利用契約（ウィル
ス対策）

三芳町役場
平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

株式会社　ＴＫＣ
栃木県宇都宮市鶴田
町1758番地

756,864円

既存の電算システムと密接不可分の関
係にあり、連携を必要とするネットワーク
及び付帯設備の設計・施工・内部構成を
行った者以外に履行させる場合、既存の
電算システムの運用に著しく支障が生じ
るため。

２号（競争不適） 学校教育課

42
三芳町立小･中学校外国
人英語助手(ALT)の配置

三芳町立各小･
中学校

平成２９年４月１日から
平成３０年３月２６日

㈱ハートコーポレイショ
ン
茨城県水戸市中央2-
6-10

12,348,600円

派遣業者の決定にあたっては、専門性・
人間性や経験豊かなALTを配置すること
が重要であり、指導方法の工夫、小･中
学校の指導の系統性及び連続性を配慮
する必要があることから、ALT派遣に実績
のある業者を選定する必要があるため。

２号（競争不適） 学校教育課



43 日本語指導業務委託
三芳町立各小･
中学校

平成２９年４月１０日から
平成３０年３月２６日

特定非営利活動法人
街のひろば
三芳町大字竹間沢
421-19

702,000円

法人の決定にあたっては、専門性・人間
性や経験豊かな日本語指導者を配置す
ることが重要である。児童生徒の個別の
状況に応じた指導方法の工夫、指導の
連続性に配慮することのできる日本語指
導に実績のある法人を選定する必要があ
るため。

２号（競争不適） 学校教育課

44
第３８回三芳町子どもフェ
スティバル会場設営業務
委託

三芳町運動公園
内

平成２９年４月２６日から
平成２９年５月３１日

㈱ユーコム
東京都新宿区西新宿
1-23-3廣和ビル5階

918,000円

本業務は、業者の手持ちの資器材を多く
使用するため、資器材を多く保有してい
る下記業者は、他業者より20パーセント
以上の低価格で契約できる見込みがある
ため。

7号（有利な価
格）

生涯学習課

45
三芳町総合体育館券売
機管理システム導入

三芳町総合体育
館内

平成２９年７月１日から
平成３４年６月３０日
（５年リース）

NTTファイナンス株式会
社　関東支店
さいたま市大宮区桜木
町１丁目９番地６

年額
1,633,932円

契約期間総額
10,892，880円

物品購入に係るリース事業者 ２号（競争不適） 生涯学習課

46
学校開放日程調整会お
よび体育施設年度調整
会業務委託

三芳町総合体育
館

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

株式会社　東京ドーム
スポーツ
東京都文京区春日1-
1-1　ラクーアビル7Ｆ

533,520円

本業務は、総合体育館内で履行するが、
現在体育施設の指定管理業務を代表構
成団体株式会社ケイミックスパブリックビ
ジネスの株式会社東京ドームスポーツに
委託をしているため、他社が業務を履行
するのが困難なため。

２号（競争不適） 生涯学習課

47
図書情報新刊全件マー
ク作成業務委託

三芳町立中央図
書館

平成２９年４月１日から
平成３０年３月３１日

㈱図書館流通センター
東京都文京区大塚３－
１－１

1,944,000円
既存の図書館コンピュータシステムに適
応したマークを作成し、追加するため、他
社のマークでは、運用不可能なため。

２号（競争不適）
生涯学習課
（図書館）

48
会議録作成及び会議録
検索システム業務

三芳町内
平成２９年４月１日から
平成２９年３月３１日

株式会社会議録セン
ター
鴻巣市鎌塚1-4-12

単価契約
（年間見込み額）

4,391,000円

高度の専門知識が必要とされ、契約の履
行にあたり、ノウハウ、データ等の取得、
業務への習熟等の実務経験と実績のあ
る専門業者に委託することが有利であり、
なおかつ複数単価契約であるため。

６号（入札不利） 議会事務局


