
№ 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
デマンド交通システム・成
果分析等業務委託

三芳町役場、受
託業者事務所
内、運行事業者
事務所内及び町
が指定する場所

平成２７年６月１７日から
平成２８年３月３１日

順風時株式会社
東京都豊島区東池袋
5-44-15

1,788,307円

東京大学オンデマンド交通プロジェクトで
生み出された「コンビニクル」は、運行計
画システムの高速経路自動生成機能に
より、オペレーション従事者の大幅な作
業の効率化が図られ、円滑な運用を実現
することができる。その「コンビニクル」を
利用した配車システムが当町の考えるデ
マンド交通運行に適したものであり、「コ
ンビニクル」を扱う業者は共同開発者の
本業者に限られる。

２号（競争不適） 政策推進室

2
デマンド交通運行業務委
託

三芳町内及び町
が指定する場所

平成２７年６月１７日から
平成２８年３月３１日

三和富士交通株式会
社埼玉営業所
三芳町上富1077-1

12,445,000円

デマンド交通の運行主体の選定にあたっ
ては、運行経費の多寡のみならず、収益
拡大策、運行の安全性、利用者の利便
性、環境への配慮、緊急時の対応能力
等の総合的な観点から検討が必要であ
るため、企画提案方式による随意契約が
妥当であるため。

２号（競争不適） 政策推進室

3
自家用電気工作物保安
業務委託

三芳町役場庁舎
平成２７年４月１日から
平成２８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条及び町保安基定第２
条に基づく、庁舎自家用電気工作物主
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

4
庁舎設備等運転監視管
理業務委託

三芳町役場庁舎
平成２７年４月１日から
平成２８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

5 庁舎電話交換業務委託
三芳町大字藤久
保1100-1

平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日

㈱サイオー
さいたま市浦和区岸町
7-12-4

7,923,550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

6
庁舎自動ドア保守点検
業務委託

三芳町大字藤久
保1100-1

平成２７年４月１日から
平成２８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

738,720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

7
庁舎エレベータ保守点検
業務委託

三芳町役場庁舎
平成２７年４月１日から
平成２８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

8
庁舎設備保守点検業務
委託

三芳町役場庁舎
平成２７年４月１日から
平成２８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　新都心中央ビル4
Ｆ

17,133,120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

※　複数単価契約の場合は支払限度額

随意契約の結果公表　平成２７年度　（第１四半期）



9
空冷チラー1号機№3圧
縮機他交換修繕

三芳町役場内
平成２７年５月７日から
平成２７年７月１７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

2,030,400円

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

10
庁舎4階電算室空調機増
設工事

三芳町役場内
平成２７年４月２７日から
平成２７年７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

2,430,000円

既設空調設備と密接不可分の関係にあ
り、既設空調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

11
電算システムに係る業務
委託（保守）

三芳町内
平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日

㈱ＴＫＣ
栃木県宇都宮市鶴田
町1758

9,100,014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－ク
及び附帯設備の設計・施工・内部構成を
行った者以外に履行させると、既存の電
算システムの運用に著しく支障が生じる
為。

２号（競争不適） 財務課

12 地理情報システム保守 三芳町内
平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日

アジア航測株式会社
北関東支店
さいたま市浦和区仲町
1-14-8

518,400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－ク
及び附帯設備の設計・施工・内部構成を
行った者以外に履行させると、既存の電
算システムの運用に著しく支障が生じる
為。

２号（競争不適） 財務課

13
土地評価システムメンテ
ナンス業務

三芳町内
平成２７年４月１０日から
平成２８年３月４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

4,644,000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

14
三芳町地域防災計画概
要版作成業務委託

三芳町内
平成２７年６月２９日から
平成２７年８月２８日

㈱エイト日本技術開発
北関東支店
さいたま市浦和区岸町
4-26-15

2,494,800円

三芳町地域防災計画の改訂業務と密接
不可分の関係にあり、計画策定業務を
行った本業者との契約以外に目的を達
成することが困難なため。

２号（競争不適） 自治安心課

15
三芳町防災行政無線保
守業務委託

三芳町内
平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日

埼玉田中電気株式会
社
さいたま市南区辻1-3-
18

1,507,788円

本保守業務委託の対象である防災行政
無線設備は全国瞬時警報システムと密
接不可分な関係にあり、町が導入済みの
全国瞬時警報システム機器（P社製）を取
り扱っているのは県内で1社のみ（県確認
済）であることから、システム間の正常な
連動を担保するため。

２号（競争不適） 自治安心課

16 ママのための健康診断
三芳町保健セン
ター内および藤
久保公民館内

平成２７年５月１９日から
平成２８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

901,843円

本業務の特殊性により、委託する本選定
業者は、地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号の（5）の規定する営利を目
的としない団体であるため。

２号（競争不適）
健康増進課
（保健セン
ター）

17 胃がん集団検診
三芳町保健セン
ター内

平成２７年５月１８日から
平成２８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

2,965,302円

本業務の特殊性により、委託する本選定
業者は、地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号の（5）の規定する営利を目
的としない団体であるため。

２号（競争不適）
健康増進課
（保健セン
ター）



18 乳がん集団検診
三芳町保健セン
ター内

平成２７年５月１９日から
平成２８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

5,560,437円

本業務の特殊性により、委託する本選定
業者は、地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号の（5）の規定する営利を目
的としない団体であるため。

２号（競争不適）
健康増進課
（保健セン
ター）

19
三芳町清掃工場運転管
理業務委託

三芳町内
平成２７年４月1日から
平成２８年３月３１日

㈲阿部商事
三芳町大字上富413-
1

80,818,000円

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
６条の二、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。」及び三
芳町清掃工場の施設運転業務に関する
規程に基づくため。

２号（競争不適） 環境課

20
三芳町清掃工場事務管
理業務委託

三芳町清掃工場
平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日

㈱サイオー
さいたま市浦和区岸町
7-12-4

9,720,000円

継続性のある業務であり、ノウハウ及び業
務への習熟が要求され、また契約履行中
の者に履行させた場合、経費の削減が
出来る等の有利性が確保できるため。

６号（入札不利） 環境課

21
環境大気調査業務委託
（フィルターバッチ）

三芳町地内
平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１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

874,800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

22
最終処分場水質分析業
務委託

三芳町地内
平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１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

23
一般廃棄物収集運搬業
務委託（第一区域）委託
業務

三芳町内
平成２７年４月1日から
平成２８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）
229,484,000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

24
一般廃棄物収集運搬（第
二区域）委託業務

三芳町内
平成２７年４月1日から
平成２８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）
229,484,000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

25
ペットボトルベール処理
業務委託

三芳町清掃工場
平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日

㈱スガワラ
ふじみ野市築地2-3-
18

単価契約
（年間見込み額）
7,701,000円

回収したペットボトルをベール処理し、保
管するものであり、この業務ができるの
は、容器包装リサイクル法に基づき、平
成27年度三芳町の指定保管場所として
（財）日本容器包装リサイクル協会に登録
されている（株）スガワラにおいて他にな
いため。

２号（競争不適） 環境課



26
容器包装プラスチック
ベール処理業務委託

三芳町清掃工場
平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日

㈱スガワラ
ふじみ野市築地2-3-
18

単価契約
（年間見込み額）
14,631,000円

回収した容器包装プラスチックをベール
処理し、保管するものであり、この業務が
できるのは、容器包装リサイクル法に基
づき、平成27年度三芳町の指定保管場
所として（財）日本容器包装リサイクル協
会に登録されている（株）スガワラにおい
て他にないため。

２号（競争不適） 環境課

27
不燃物破砕残渣運搬業
務委託

三芳町清掃工場
平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日

㈱協和清掃運輸
三芳町大字上富
1944-2

単価契約
（年間見込み額）
1,674,000円

三芳町清掃工場から埼玉県環境整備セ
ンターへ搬出する不燃物破砕残渣につ
いて、4月から適正に処理するにあたり、
運搬車両と運転手の登録をする必要が
あります。また、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行令第4条9号イの手続
き等が必要となります。そのため事前に
委託業者を決定しなければならないた
め。

２号（競争不適） 環境課

28
三芳町農業センター受
付等業務委託

三芳町大字上富
１２７９番地３

平成２７年４月１日から
平成２８年３月３１日

上富第二区　区長
青木孝夫
三芳町大字上富
1294-1

500,000円
農業センターは、上富第二区集会所を兼
ねているため。 ２号（競争不適） 観光産業課

29
三芳町富士塚地区公共
下水道整備業務委託

三芳町富士塚土
地区画整理地内

平成２７年４月２８日から
平成２８年３月１０日

三芳町富士塚土地区
画整理組合
三芳町大字藤久保
250-1

15,692,400円

土地区画整理地内に公共下水道を整備
する際、町が単独で整備するよりも土地
区画整理組合が行う造成工事（築造、移
設、法第2条2号、宅地整地、工事雑費の
計）に含めて行うことで経費等を減額する
ことが出来るため下記業者を選定するこ
ととした。

２号（競争不適） 上下水道課

30

光学式文字読取装置に
よる日計処理の電子計算
組織による事務処理の業
務委託

三芳町役場
平成２７年４月1日から
平成２８年３月３１日

ＡＧＳ株式会社
さいたま市浦和区針ヶ
谷4-3-25

4,560,000円

光学式文字読取装置による日計処理の
電子計算システムについて、当該システ
ムの特許権、著作権その他の排他的権
利を有するシステム開発者にしかできな
い改造、改良、保守、点検等を実施する
ため。

２号（競争不適） 会計課

31
小学校空調設備設置工
事監理業務委託

三芳町立小学校
(5校)

平成２７年６月１６日から
平成２７年１１月１８日

㈲梶芳晴建築設計研
究所
富士見市ふじみ野西
2-1-1　タワー西館
1201

5,886,000円

設計業務を行った下記の者に履行させる
ことにより、現場の状況等に精通している
こと、かつ実施設計で知り得た知識等活
用することにより、当該工事が円滑に遂
行されるため本業者を選定することとし
た。

６号（入札不利） 教育総務課

32
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２７年４月1日から
平成２８年３月３１日

株式会社　ライズ
神奈川県横浜市港南
区丸山台2-12-7　丸
井ビル2階

1,270,080円

導入した排水処理設備の設置施工した
本業者と検査維持管理業務の契約を結
ぶことにより、機器に精通していることもあ
り、選定することとしたため

２号（競争不適）
教育総務課
（学校給食セ
ンター）

33
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２７年４月１日から
平成２８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

13,393,512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を配置し、指導
方法の工夫、小･中学校の指導の系統性
及び連続性が重要であることから、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



34
日本語指導業務委託契
約

三芳町立各小･
中学校

平成２７年４月８日から
平成２８年３月２５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

660,000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
状況にあった指導方法の工夫、指導の
連続性を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

35
文化会館舞台吊物機構
減速機（潤滑油交換）修
繕工事

三芳町文化会館
内

平成２７年５月１日から
平成２７年５月２９日

カヤバシステムマシナ
リー株式会社
東京都港区芝大門2-
5-5

1,885,680円

既設の舞台機構設備と密接不可分な関
係にあり、既設設備を保守点検している
者以外に依頼した場合、既存設備の使
用に著しい支障が生じるおそれがかるの
で、本業者を選定した。

２号（競争不適） 生涯学習課

36
第３６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２７年４月３０日から
平成２７年５月２９日

㈱ユーコム
所沢市松郷89-35

839,160円
指名競争入札を行ったが、不調となり、
再度入札を行う猶予がないため、不落随
意契約を行った。

５号（緊急） 生涯学習課


