
№ 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
藤久保地域拠点施設基本計画策
定支援業務

三芳町内
令和元年６月２７日から
令和３年３月２３日まで

株式会社　日本総合研究所
東京都品川区東五反田二丁
目18番1号

18,227,000円

本業務を遂行するためには、
必要な技術・経験等を考慮
し、企画提案方式（プロポー
ザル方式）による随意契約が
妥当であるため。また、プロ
ポーザル選定委員会により企
画提案者の提案内容について
審査・評価し、提案書評価基
準により算定した評価値が最
も高い企画提案書を採択した
ため。

２号（競争不適） 政策推進室

2 自家用電気工作物保安業務委託
三芳町役場
庁舎内

平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日まで

大場電気管理事務所
坂戸市塚越140-5

847,840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。

６号（入札不利） 財務課

3
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３１年４月１日から
令和２年３月３１日まで

㈱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

7,194,000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

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３１年４月１日から
令和２年３月３１日まで

ナブコシステム㈱所沢営業
所
所沢市東所沢1-4-15

568,980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３１年４月１日から
令和４年３月３１日まで

㈱日立ビルシステム
さいたま市大宮区桜木町4-
333-13

3,948,000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
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6 庁舎設備保守点検業務委託
三芳町役場
庁舎内

平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日まで

㈱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

17,684,160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
三芳町個別施設計画策定業務委
託

三芳町地内
令和元年５月２１日から
令和３年３月２３日まで

パシフィックコンサルタン
ツ株式会社埼玉事務所
埼玉県さいたま市大宮区吉
敷町1-23-1

19,250,000円

必要な技術・経験等を考慮
し、企画提案方式（プロポー
ザル方式）による随意契約が
妥当であるため。また、プロ
ポーザル選定委員会により企
画提案者の提案内容について
審査・評価し、提案書評価基
準により算定した評価値が最
も高い企画提案書を採択した
ため。

２号（競争不適） 財務課

8
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
令和元年６月１９日から
令和元年１１月２９日まで

公益社団法人　　埼玉県不
動産鑑定士協会
さいたま市浦和区常盤４丁
目１番１号

単価契約　一標準宅地
当たり金14,575円（年
間見込額2,361,150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

9
土地評価システムメンテナンス
業務

三芳町全域
令和元年５月１７日から
令和２年３月６日まで

株式会社パスコ　さいたま
支店
埼玉県さいたま市見沼区東
大宮四丁目74番6号

3,564,000円

本業務は、昭和63年度の評価
替えから継続して委託してお
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
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10
三芳町総合体育館床改修工事工
事監理業務

三芳町藤久
保1100-1

令和元年６月１８日から
令和２年２月２８日まで

㈱現建築設計室　一級建築
士事務所
東京都品川区東五反田5-1-
11　ニューフジマンション
201

1,626,240円

本契約の相手方は、総合体育
館建設の設計業者であるとと
もに、本件総合体育館床改修
工事の設計業者でもあり、設
計に係る資料等を充分に持ち
合わせているため。

２号（競争不適）
MIYOSHI
オリンピアード
推進課

11
一般廃棄物収集運搬業務委託
（第一区域）

三芳町内
平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日まで

有限会社　阿部商事
三芳町大字上富４１３番地
１

ごみ収集運搬業務
1,235円⁄世帯
動物の死体収集運搬業
務（収集時間内）
1,620円⁄体
動物の死体収集運搬業
務（収集時間外）
5,400円⁄体
町長が指示した廃棄物
の臨時収集業務
16,200円⁄台
町長が指示した災害時
等の特別収集業務　別
途協議

本業務は、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

12
一般廃棄物収集運搬業務委託
（第二区域）

三芳町内
平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日まで

片山商事　株式会社
三芳町大字上富１５５４番
地

ごみ収集運搬業務
1,235円⁄世帯
動物の死体収集運搬業
務（収集時間内）
1,620円⁄体
動物の死体収集運搬業
務（収集時間外）
5,400円⁄体
町長が指示した廃棄物
の臨時収集業務
11,880円⁄台
町長が指示した災害時
等の特別収集業務　別
途協議

本業務は、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
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13
平成３1年度環境大気調査業務委
託（フィルターバッチ）

三芳町内
平成３１年４月１日から
令和２年３月２３日まで

（一社） 埼玉県環境検査
研究協会
さいたま市大宮区上小町１
４５０番地１１

594,880円

この契約は、継続して機材等
が設置されているため、価格
のみによる競争をもって選定
することがふさわしくない。
また、契約内容の特殊性もあ
るため。

２号（競争不適） 環境課

14 最終処分場水質分析業務委託
三芳町清掃
工場

平成３１年４月１日から
令和２年３月２３日まで

（一社） 埼玉県環境検査
研究協会
さいたま市大宮区上小町１
４５０番地１１

2,724,700円

本業務は、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

15
最終処分場浸出水処理施設維持
管理等業務委託

三芳町清掃
工場

平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日まで

株式会社　三盛
三芳町大字上富１５５３番
地５０

850,200円

清掃工場の浸出水処理施設の
既存設備の構造及び機器仕様
を、十分に把握した上での維
持管理業務が不可欠でありま
す。したがって技術的事由・
管理的事由の点から既設の設
備と密接不可欠分の関係があ
り、経験・知識を必要とし、
現場の状況等に精通した者に
維持管理をさせる必要がある
ため。

２号（競争不適） 環境課

16
町道竹間沢東９号線道路修繕工
事

三芳町竹間
沢東地内

令和元年６月１３日から
令和元年９月１３日まで

ウィズグリーン株式会社
三芳町大字上富５１３番地

3,888,000円

本工事は、上下水道課発注の
舗装本復旧工事と隣接する工
事であり、舗装本復旧工事の
受注者である下記業者と契約
することにより、施工費用の
圧縮と工期の短縮が可能と
なったため。

２号（競争不適） 道路交通課
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17
町道竹間沢東９・１２号線道路
修繕工事

三芳町竹間
沢東地内

令和元年６月１４日から
令和元年９月１３日まで

有限会社シモヤマ工業三芳
営業所
三芳町大字北永井１５６番
地７

11,340,000円

本工事は、上下水道課発注の
舗装本復旧工事と隣接する工
事であり、舗装本復旧工事の
受注者である下記業者と契約
することにより、施工費用の
圧縮と工期の短縮が可能と
なったため。

２号（競争不適） 道路交通課

18
三芳町道路台帳２級基準点測量
業務委託

三芳町地内
令和元年５月２０日から
令和元年１２月１８日まで

三協測量設計 株式会社
三芳町大字北永井３９１番
地３

27,000,000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
資料作成に係っている同業者
で業務を実施することで測量
の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

19
町道竹間沢５１号線緊急傾倒木
伐採業務委託

三芳町大字
竹間沢地内

令和元年４月２４日から
令和元年５月８日まで

株式会社　大門造園
三芳町大字上富１７６４番
地６

982,800円

今回、選定した業者が履行期
間中に他課から近接している
こぶしの里の修繕を受注して
おり、機材等の運搬の費用が
削減できるため。

５号（緊急） 道路交通課

20
三芳町第一中継ポンプ場第１号
ポンプオーバホール修繕工事

三芳町大字
藤久保３６
２－２

令和元年６月２６日から
令和元年９月１３日まで

荏原実業 株式会社 関東支
社
さいたま市浦和区岸町７－
１－４

6,912,000円

本工事は、既設ポンプ修繕に
より製造メーカーと代理店契
約している業者に限定される
ことから、契約内容の特殊性
により履行者が極めて限定さ
れる為、随意契約とし、下記
業者から選定することとした
い。

６号（入札不利） 上下水道課

21
三芳小学校プールろ過装置更新
工事

三芳町大字
北永井343番
地

平成３１年４月１日から
令和元年５月３１日まで

株式会社アクアプロダクト
埼玉ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ
埼玉県所沢市若狭1-2938-2

4,644,000円

本工事は、プールろ過タンク
本体及び付属機器を更新する
ため、既設配管等の構造によ
る受注製作であり、また工期
の短縮･経費の削減等の理由
から業者を選定することとし
た。

６号（入札不利） 教育総務課
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22
三芳小学校ほか1校校舎トイレ改
修工事監理業務委託

三芳町立三
芳小学校及
び唐沢小学
校

令和元年５月２０日から
令和元年１０月２２日まで

有限会社　梶芳晴建築設計
研究所
埼玉県富士見市ふじみ野西
2丁目1-1　タワー西館1201

1,870,000円

本業務は、設計業務を行った
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
れるため業者を選定すること
とした。

６号（入札不利） 教育総務課

23
会議録作成及び会議録検索シス
テム業務

三芳町内
平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日まで

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 4,703,000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

24
歴史民俗資料館一般収蔵庫及び
特別収蔵庫燻蒸業務委託

歴史民俗資
料館内

令和元年６月１日から
令和元年９月１０日まで

東化研株式会社
福島県福島市田沢字桜台
23-2

766,800円

燻蒸作業は、特殊な技術を必
要とし、実績があり予定価格
と比較しても安価であるた
め。

６号（入札不利） 文化財保護課

25
図書情報新刊全件マーク作成業
務委託

三芳町内
平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日まで

株式会社　図書館流通セン
ター
東京都文京区大塚３－１－
１

1,962,000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。

２号（競争不適） 社会教育課
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