
平成２８年度 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号に基づく契約締結結果の公表 
平成２８年度における、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号又は第４号に基づく随意契約により契約をしたものの一覧です 

№ 契約の相手方 契約の目的 

（件名、概要等） 

履行場所又は期間及び

場所 

契約を締結した 

年月日 

契約金額(円) 契約の相手方を選定した理由 担当課 備考 

 

1 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

三芳町ジモ得クーポン券

チラシ広報８月号への折

込業務 

平成 28年 7月29日～

平成28年8月3日 

平成28年7月29日 50,868円 高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律に規定するシルバー人材セ

ンターから役務の提供を受けるた

め。 

政策推進室  

 

2 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

三芳町観光アンケート調

査業務 

平成28年11月15日～

平成28年11月30日 

平成28年11月18日 69,984円 高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律に規定するシルバー人材セ

ンターから役務の提供を受けるた

め。 

政策推進室  

 

3 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

三芳町農業センター畳表

替修繕 

平成 29年 2月24日～

平成29年3月17日 

平成29年2月24日 108,000円 高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律に規定するシルバー人材セ

ンターから役務の提供を受けるた

め。 

政策推進室  

 

4 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

三芳町庁舎等周辺植栽管

理業務委託 

平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29年 3月 31日 

平成 28年 4月 1日 1,512,000円 

 

入間東部地区内に本拠地を置く

（公社）シルバー人材センターで

あるから。 

財務課  

 

 

 

5 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

平成 28 年度広報みよし

配布委託 

平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29年 3月 31日 

平成 28年 4月 1日 2,813,640円 他の業者に依頼した場合、町内全

世帯に配布を行うため、広報みよ

し発行日まで配布を行うことに支

障を生じるおそれがあるため、及

び高齢者の雇用の安定等に関する

法律に基づくため 

 

 

秘書広報室  



 

 

6 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

保健センター日常業務

委託 

平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29年 3月 31日 

平成 28年 4月 1日 454,410円 保健センターの日常清掃業務を高

齢者等の雇用の安定等に関する法

律により、（公社）入間東部シルバ

ー人材センターに委託する。 

健康増進課保

健センター 

 

 

7 

 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

都市公園等清掃等管理 

業務委託 

平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29年 3月 31日 

平成 28年 4月 1日 5,994,600円 入間東部地区内に本拠地を置く

（公社）シルバー人材センターで

あるから。 

都市計画課  

 

8 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

都市公園等低木剪定業務 

委託 

平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29年 3月 31日 

平成 28年 4月 1日 747,885円 

 

入間東部地区内に本拠地を置く

（公社）シルバー人材センターで

あるから。 

都市計画課  

 

9 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

自然の森・レクリエーシ

ョン公園清掃等管理業務

委託 

平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29年 3月 31日 

平成 28年 4月 1日 1,611,834円 入間東部地区内に本拠地を置く

（公社）シルバー人材センターで

あるから。 

都市計画課  

 

10 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

公民館時間外管理業務委

託 

平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29年 3月 31日 

藤久保・中央・竹間沢

公民館 

平成 28年 4月 1日 7,997,874円 

 

入間東部地区内に本拠地を置く

（公社）シルバー人材センターで

あるから。 

生涯学習課 

藤久保公民館 

 

 

11 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

中央公民館複合施設 

周囲緑地除草業務委託 

中央公民館複合施設 

平成 28年 5月 20日～

平成 29年 3月 31日 

平成 28年 5月 19日 226,519円 入間東部地区内に本拠地を置く

（公社）シルバー人材センターで

あるから。 

中央公民館  

 

12 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

中央公民館時間外管理業

務委託 

中央公民館 

平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29年 3月 31日 

平成 28年 4月 1日 2,715,398円 入間東部地区内に本拠地を置く

（公社）シルバー人材センターで

あるから。 

中央公民館  



 

 

 

13 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

歴史民俗資料館構内清掃

等業務委託 

平成 28年 4月 1日～ 

平成 29年 3月 31日 

三芳町立歴史民俗資料

館、旧島田家受託内 

平成 28年 4月 1日 

 

1,036,620円 高齢者の雇用安定等に関する法律

41条第 2項に規定するシルバー人

材センターから役務の提供を受け

る契約をするため。 

文化財保護課 

 

 

 

14 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

浄水場管理棟清掃業務委

託 

平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29年 3月 31日 

平成 28年 4月 1日 557,685円 入間東部地区内に本拠地を置く

（公社）シルバー人材センターで

あるから。。 

上下水道課  

 

15 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

浄水場内除草及び植木剪

定業務委託 

平成 28年 4月 18日～

平成 28年 12月 10日 

平成 28年 4月 18日 724,520円 入間東部地区内に本拠地を置く

（公社）シルバー人材センターで

あるから。 

上下水道課  

 

16 

(公社)入間東部シル

バー人材センター 

議会だより配布委託 平成 28 年 4 月 1 日～

平成 29年 3月 31日 

平成 28年 4月 1日 869,486円 入間東部地区内に本拠地を置く

（公社）シルバー人材センターで

あるから。 

議会事務局  


