
№ 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２８年４月１日から
平成２９年３月３１日

順風時㈱
東京都豊島区東池袋
5-44-15

1,460,160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
下記業者に限られるため。

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２８年４月１日から
平成２９年３月３１日

三和富士交通㈱
埼玉営業所
三芳町上富1077-1

15,673,500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、競争入札が適さず、企画提案方
式による随意契約が妥当であり、平成27
年度において継続運行を前提とした企画
提案書が採択され、事故なく安全運行が
実施できたため。

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
内

平成２８年４月１日から
平成２９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
内

平成２８年４月１日から
平成２９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
三芳町役場庁舎
内

平成２８年４月１日から
平成２９年３月３１日

㈱サイオー
さいたま市浦和区岸町
7-12-4

8,359,200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

三芳町役場内
平成２８年４月１日から
平成２９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

7
庁舎エレベータ保守点検
業務委託

三芳町役場内
平成２８年４月１日から
平成２９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

※　複数単価契約の場合は支払限度額
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8
庁舎設備保守点検業務
委託

三芳町役場庁舎
内

平成２８年４月１日から
平成２９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

9
庁舎自動ドア部品交換
修繕

三芳町役場内
平成２８年４月１日から
平成２８年６月２４日

ナブコシステム㈱
所沢市東所沢和田1-
2-13

2,255,040円

本修繕は、既設設備と密接不可分の関
係にあり、既設自動ドア設備を保守管理
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
庁舎地下１階電気室空
調機更新工事

三芳町役場内
平成２８年４月１日から
平成２８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

3,942,000円

本修繕は、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
空冷チラー（２号機）機器
更新工事

三芳町役場内
平成２８年４月２８日から
平成２８年１１月３０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

32,076,000円

本修繕は、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

12
土地評価システムメンテ
ナンス業務

三芳町内
平成28年5月2日から
平成29年3月3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

3,078,000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

13
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28年6月13日から
平成28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）
2,275,290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

14
三芳町防災行政無線保
守業務委託

三芳町内
平成２８年４月1日から
平成２９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

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：上富
地区、北永井地
区、藤久保3区・6
区）

平成２８年４月1日から
平成２９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
プロポーザル選定委員会の選定評価に
基づき業者を選定 ２号（競争不適） 健康増進課



16
三芳町生活支援体制整
備事業業務委託

三芳町内
平成２８年４月1日から
平成２９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

2,700,000円

本事業（介護保険法第115条45第2項5
号）の実施にあたり、要件（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担う
ことができる者）を満たす業者が三芳町
社会福祉協議会しか無いため。

２号（競争不適） 健康増進課

17
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２８年４月1日から
平成２９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
プロポーザル選定委員会の選定評価に
基づき業者を選定 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２８年４月２８日から
平成２９年３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

1,241,676円

健康長寿事業は、参加者が健康増進に
向けた自主的な取り組みを継続的に行う
ことができるよう支援することが必要であ
る。このために、参加者が総合体育館の
積極的な個人利用を促せるような内容の
事業を実施するために、三芳町総合体
育館指定管理者とした。

６号（入札不利） 健康増進課

19
健康長寿事業導入セミ
ナー・振返りセミナー事
業業務委託

三芳町総合体育
館　他

平成２８年６月１日から
平成２９年３月３１日

㈱タニタヘルスインク
東京都豊島区池袋2-
43-1　池袋青柳ビル7
Ｆ

3,499,200円

健康長寿事業は３ヵ年計画で継続実施し
ており、新たな参加者に行う導入事業に
おいては、参加者に貸与する活動量計
への登録業務が必要となる。また振返り
においては、導入時に立てた目標の振
返りを行う事業であり契約先が限られるた
め。

２号（競争不適） 健康増進課

20 ママのための健康診断 三芳町内
平成２８年６月１日から
平成２９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

789,113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）

21 乳がん集団検診 三芳町内
平成２８年５月２６日から
平成２９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

4,996,201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 胃がん集団検診 三芳町内
平成２８年５月２６日から
平成２９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

2,951,446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
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２８年４月１日から
平成２９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

24
三芳町立保育所昇降機
保守点検業務委託

三芳町大字竹間
沢566-1
（第三保育所）

平成２８年４月１日から
平成２９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
柏東口金子ﾋﾞﾙ7F

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

25
三芳町清掃工場事務管
理業務委託

三芳町清掃工場
平成２８年４月１日から
平成２８年１０月３１日

㈱サイオー
さいたま市浦和区岸町
7-12-4

5,670,000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

26
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２８年５月１日から
平成２９年３月２４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

691,200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

27
最終処分場水質分析業
務委託

三芳町地内
平成２８年４月１日から
平成２９年３月２４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

28
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２８年４月１日から
平成２９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）
187,255,000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

29
一般廃棄物収集運搬委
託業務（第二区域）

三芳町内
平成２８年４月１日から
平成２９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）
43,924,000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

30
一般廃棄物埋立処分業
務委託

三芳町清掃工場
平成２８年４月１日から
平成２８年１０月３１日

埼玉県知事　上田清
司
さいたま市浦和区高砂
3-15-1

単価契約
（年間見込み額）
5,142,500円

三芳町清掃工場で破砕処理された不燃
物（25０ｔ）を埼玉県環境整備センターに
埋立処分を委託しようとするため。なお、
当業務は、埼玉県営の最終処分場へ埋
立処分する委託契約であり、委託料金も
条例で制定されているため見積徴取は
省略する。

２号（競争不適） 環境課



31
平成28年度三芳町清掃
工場運転管理業務委託

三芳町内
平成２８年４月１日から
平成２８年１０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）
44581,000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

32
不燃物破砕残渣運搬業
務委託

三芳町清掃工場
平成２８年４月１日から
平成２８年１０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）
925,000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

33

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２８年４月1日から
平成２８年７月３１日

ＡＧＳ㈱
さいたま市浦和区針ヶ
谷4-3-25

1,520,000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

34
三芳中学校校庭工作物
移設工事設計業務委託

三芳町大字北永
井350番地

平成２８年４月４日から
平成２８年６月３０日

三協測量設計㈱
三芳町北永井391-1

5,184,000円

本業務は、県道三芳富士見線及び町道
幹線３号線交差点改良による道路拡幅
に伴う三芳中学校校庭工作物移設工事
の設計を行うもので、現在県道拡幅によ
る用地測量及び物件調査、並びに町道
幹線３号線拡幅による用地測量及び物
件調査を受託している者に設計させるこ
とにより、現場も熟知し、設計データも保
有していることから設計工期の短縮等に
より契約の節減が確保できると認められる
ため

６号（入札不利） 教育総務課

35

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２８年４月１日から
平成２９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）

36
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２８年４月１日から
平成２９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

635,040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）

37
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２８年４月１日から
平成２９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）



38

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２８年４月１日から
平成２９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）

39
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２８年４月１日から
平成２９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）

40
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２８年４月１日から
平成２９年３月２４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

41 日本語指導業務委託
三芳町立各小･
中学校

平成２８年４月８日から
平成２９年３月２４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

42
三芳町立各中学校教育
用コンピュータＯＳバー
ジョンアップ作業

三芳町内
平成２８年６月３０日から
平成２８年８月３１日

㈱内田洋行
東京都江東区東陽2-
3-25

847,800円

本業務は、既設のＰＣ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、著しい障害を生
じるおそれがあるため

２号（競争不適） 学校教育課

43
文化会館１Ｆ楽屋系統空
調室外機他修繕工事

三芳町文化会館
内

平成２８年４月２８日から
平成２８年５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

1,598,400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
障を生じる恐れがあるため

２号（競争不適） 生涯学習課

44
第３７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２８年４月２８日から
平成２８年５月３１日

㈱ユーコム
所沢市松郷89-35

725,760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、地方自治
法施行令第167条の2第8項の規定によ
り、不落随意契約を行った。

５号（緊急） 生涯学習課

45
図書館情報新刊前件
マーク作成業務委託

三芳町立中央図
書館

平成２８年４月１日から
平成２９年３月３１日

㈱図書館流通セン
ター
所沢市松郷89-35

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）


