
平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

1 総合政策課 TASKクラウド公共施設案内・予約システム利用 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 1,638,000
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

2 総合政策課 健康見守り支援サービス活用 H25.4.1～H26.3.31
情報の森有限責任事業組合組合員
㈱ユーキャン

塩谷郡高根沢町宝積寺2034-14
情報の森とちぎSSCT内

1,680円/人

きずなプロジェクト参加者の健康見守り支援策として、那須
烏山市及びきずな運営センターとの調整により提供する独
自のサービス「健康見守り支援サービス」であり、情報の森
有限責任事業組合でなければ提供することができないサー
ビスであるため。

2号

3 総合政策課 きずな運営センター業務委託 H25.4.1～H26.3.31
情報の森有限責任事業組合組合員
㈱ユーキャン

塩谷郡高根沢町宝積寺2034-14
情報の森とちぎSSCT内

3,024,000

｢きずなサービス」は、那須烏山市及びきずな運営センター
との調整により提供を行う独自のサービスであり、情報の森
有限責任事業組合でなければ請負することができないサー
ビスであるため。

2号

4 総合政策課 児童見守りシステム用機器設置場所IDCサービス利用 H25.4.1～H26.3.31 ㈱ユーキャン 宇都宮市戸祭台24-6 2,520,000
これまでにおける本業務の請負実績も良好であるとともに、
懸念されるリスクや費用対効果の点で検討した結果、当該
業者との契約が最適であると判断したため。

2号

5 総合政策課 児童見守りバスタッチメール配信システム保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ　栃木支店
宇都宮市大通り2-4-3
ジブラルタ生命宇都宮大通りビル

1,071,000
当該業者は、本システムの設置業者であり、他社が本業務
を請負することが困難であるため。

2号

6 総合政策課 Geogate台帳管理支援サービス利用 H25.4.1～H26.3.31 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3 510,300
本サービスは、ゼンリン地図との連携に関し特許を有した
サービスであり、当該業者以外の業者からの導入が不可能
であるため。

2号

7 総合政策課 データ放送制作及び放送業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱とちぎテレビ 宇都宮市昭和2-2-2 504,000
栃木県内におけるデータ放送業務委託を請負可能な業者
が当該業者のみであるため。

2号

8 総合政策課 CMSシステム運用支援保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱内田洋行　公共本部 東京都江東区東陽2-3-25 504,000
市公式ホームページのソフトを開発した当該業者でないと、
本業務を請負うことが困難であるため。

2号

9 総合政策課 データセンター利用に係る賃貸借 H25.4.1～H26.3.31 ㈱内田洋行　公共本部 東京都江東区東陽2-3-26 630,000
当該業者が利用権を保有するスペースの賃貸借であり、契
約の性質上、競争の余地がないため。

2号

10 総合政策課
震災等緊急雇用対応事業
｢誘客促進　那須烏山市の魅力発信事業」業務委託

H25.4.1～H26.2.28 ㈱下野新聞社 宇都宮市昭和1-8-11 21,744,775
新聞等のメディアを活用した観光情報の発信業務であり、
また、当該業者は本事業を企画・立案した事業者であること
から、契約の性質上、競争の余地がないと認められるため。

2号

11 総合政策課 財務会計プログラムサポート業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱富士通マーケティング　栃木支店
宇都宮市東宿郷4-2-24
センターズビルディング3階

1,638,000

当該業者は本システムの開発業者であり、本システムのプ
ログラムや詳細設計について最も精通しており、専門的な
観点に立ち迅速かつ正確な運用及び保守が期待できるた
め。

2号

12 総合政策課
業務系・情報系システム複合機導入（パフォーマンスチャージ契約）
（農政課・商工観光課・こども館・つくし幼稚園）

H25.7.1～H30.6.30 富士ゼロックス栃木㈱　営業統括部 宇都宮市東宿郷6-1-7

【農政課】
モノクロ＠1.0円

2色カラー＠4.0円
フルカラー＠8.0円

【商工観光課】
モノクロ＠1.0円

【こども館】
モノクロ＠3.35円
【つくし幼稚園】
モノクロ＠3.5円

2色カラー＠7.5円
フルカラー＠14.5円

保守点検、故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮
した結果、栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者であるこ
とを条件とし、見積もり合わせにより発注した結果、最低価
格を提示した当該業者を契約の相手方として決定したた
め。

6号

契約金額（円） 契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所
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氏名 住所

13 総合政策課 第3次LGWAN設備構築関連機器調達 H25.12.1～H26.3.31 ㈱富士通マーケティング　栃木支店
宇都宮市東宿郷4-2-24
センターズビルディング3階

4,572,750
那須烏山市の現在の業務系・情報系システムの構築及び
保守を請負中の当該業者との契約が最適であると判断した
ため。

2号

14 総合政策課 業務系・情報系システム端末機器リース H26.2.1～H28.10.31 富士通リース㈱　関東支店 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2Ｆ
10,582,110

（月額320,670円）

当該業者以外からの調達となった場合、ネットワーク及び機
器等の設定に関して別途費用の発生や、また、機器管理の
観点からも保守の二元化や、障害原因の特定や責任範囲
の切り分け作業が発生することから、経費節減及び情報セ
キュリティの観点から当該業者とのリース更改が最適である
と判断したため。

6号

15 総合政策課
震災等緊急雇用対応事業
那須烏山市元気情報発信事業業務委託

H26.3.1～H26.3.31 ㈱下野新聞社 宇都宮市昭和1-8-11 1,782,736
新聞紙面を活用して、那須烏山市の観光情報や食、農産
品情報を定期的、かつタイムリーに発信する事業であること
から、契約の性質上、競争の余地がないため。

2号

16 総務課 人事給与システム保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱富士通マーケティング　栃木支店
宇都宮市東宿郷4-2-24
センターズビルディング3階

2,630,880
特殊な技術を用いて設計されたシステムの保守業務を、当
該業者以外に発注することは、不利益を被る結果となるた
め、当該業者との契約が最適であると判断したため。

2号

17 総務課
e-TASK選挙システム（基本及び期日前投票管理）
に係るソフトウェアレンタル

H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 825,300

特定の業者において専有するソフトウェアの借入に関し、当
該業者以外に発注することは多大な時間を要するだけでな
く、多大な経費が発生する恐れがあることから、当該業者と
の契約が最適であると判断したため。

2号

18 総務課 南那須庁舎電話機交換設備保守点検業務委託 H25.4.1～H26.3.31 沖ウィンテック㈱　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区下町1-45 504,000
当該業者は本設備の設置業者であり、本設備の仕様につ
いて最も精通しているため。

2号

19 総務課 きずなプロジェクト等に関するコールセンター運営業務委託 H25.4.1～H26.3.31
情報の森有限責任事業組合組合員
㈱ユーキャン

塩谷郡高根沢町宝積寺2034-14
情報の森とちぎSSCT内

6,195,000

前年度に引き続き委託する業務であり、当該業者へ引き続
き委託することで、円滑かつ有効な成果が確保できる等有
利であると認められるため、契約の相手方として継続採用と
した。

6号

20 総務課 那須烏山市デマンド運行業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈲大金タクシー 那須烏山市大金156-7 10,540,800
当該事業実施に係るプレゼンテーションにより、当該業者を
選定したため。

2号

21 総務課 浄化槽保守点検業務委託（烏山Ａ地区） H25.4.5～H26.3.31 ㈱那須クリエイト 那須烏山市中山161-1 1,119,000
総務課が代表となり、一括して各施設の見積もり合わせを
実施した結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相
手方として決定したため。

6号

22 総務課 浄化槽保守点検業務委託（烏山Ｂ地区） H25.4.5～H26.3.31 ㈱那須クリエイト 那須烏山市中山161-1 920,000
総務課が代表となり、一括して各施設の見積もり合わせを
実施した結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相
手方として決定したため。

6号

23 総務課 浄化槽保守点検業務委託（南那須地区） H25.4.5～H26.3.31 ㈱那須環境浄化センター 那須烏山市735-3 962,000
総務課が代表となり、一括して各施設の見積もり合わせを
実施した結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相
手方として決定したため。

6号

24 総務課 消防設備保守点検業務委託 H25.6.7～H26.3.31 ㈱ユーユー商会 那須塩原市上厚崎561-6 1,118,250
総務課が代表となり、一括して各施設の見積もり合わせを
実施した結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相
手方として決定したため。

6号

25 総務課 参議院議員通常選挙用掲示板購入 H25.6.20～H25.6.24 ㈱タナカ 茨城県土浦市藤沢3495-1 1,038,240

特定の者でなければ納入することができない物品の購入で
あるため、取扱が可能な業者であることを条件とし、見積もり
合わせにより発注した結果、最低価格を提示した当該業者
を契約の相手方として決定したため。

6号

契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円）
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氏名 住所

26 総務課 参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置業務委託 H25.6.20～H25.7.26 ㈱新田建設 那須烏山市中央3-1-16 514,374

荒天等による倒伏等の対応に迅速に対応できることを考慮
した結果、那須烏山市内の建築業者であることを条件とし、
見積もり合わせにより実施した結果、最低価格を提示した
当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

27 総務課 人事給与特例減額対応業務委託 H25.6.25～H25.7.4 ㈱富士通マーケティング　栃木支店
宇都宮市東宿郷4-2-24
センターズビルディング3階

1,446,480
特殊な技術を用いて設計されたシステムの保守業務を、当
該業者以外に発注することは、不利益を被る結果となるた
め、当該業者との契約が最適であると判断したため。

2号

28 総務課 ＡＥＤ用パッドカートリッジ及びバッテリー購入（38台分） H25.6.28限り 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 2,633,400
本機器は高度管理医療機器に指定されており、機器登録
の関係上、本体納入業者から消耗品を調達するよう義務付
けされているため。

2号

29 総務課 那須烏山市学校給食センター電力購入 H25.7.1～H26.3.31
伊藤忠エネクス㈱　ユーティリティ事業本
部

東京都港区芝浦3-4-1

【基本料金】
1,100.00円/ｋＷ

【従量料金】
夏季　16円29銭

その他季　15円21銭

東京電力㈱が入札に参加しない方針であったため、見積も
り合わせにより実施した結果、最低価格を提示した当該業
者を契約の相手方として決定したため。

6号

30 総務課 参議院議員通常選挙における冷房設備賃貸借 H25.7.17～H25.7.22 日建リース工業㈱　宇都宮支店 鹿沼市茂呂字前田836-1 519,750

当初の見積採用予定業者が積算誤りを申し出し、再提出さ
れた見積金額が予定価格を大幅に上回ることとなった。必
要となる期日が迫る中、競争入札に付する暇がないため、
過去の選挙時に請負実績があった当該業者へ見積依頼し
たところ、予定価格以下で請負可能であったため、契約の
相手方として決定した。

5号

31 総務課 広島平和記念式典派遣事業業務委託 H25.8.5～H25.8.7 トップツアー㈱　宇都宮支店 宇都宮市馬場通り2-3-6 1,509,285
繁忙期等の理由により入札が不調となる恐れがあるため、
見積もり合わせにより実施した結果、最低価格を提示した
当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

32 総務課 防犯灯（ＬＥＤ）設置工事 H25.8.9～H25.9.30 ㈱那須電気 那須烏山市旭2-11-13 1,398,600

故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮した結果、
那須烏山市内の電気工事業者であることを条件とし、見積
もり合わせにより実施した結果、最低価格を提示した当該
業者を契約の相手方として決定したため。

6号

33 総務課 可搬消防ポンプ購入 H25.9.30限り 栃木県消防整備㈱ 宇都宮市桜１-1-1 1,359,540

故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮した結果、
栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者であることを条件と
し、見積もり合わせにより発注した結果、最低価格を提示し
た当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

34 総務課 那須烏山市長選挙ポスター掲示場設置業務委託 H25.10.7～H25.10.31 ㈱新田建設 那須烏山市中央3-1-16 504,000

荒天等による業務の順延等に迅速に対応できることを考慮
した結果、那須烏山市内の建築業者であることを条件とし、
見積もり合わせにより実施した結果、最低価格を提示した
当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

35 総務課 烏山庁舎共用公用車(１ｔトラック)リース H25.10.24～H30.10.23 日本カーソリューションズ㈱　さいたま支店 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2
1,568,700

（月額26,145円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

36 総務課 南那須庁舎共用公用車(10人乗りワゴン車)リース H25.10.24～H30.10.23 ㈱トヨタレンタリース栃木
宇都宮市東宿郷3-1-1
中央宇都宮ビル3階

2,179,800
（月額36,330円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

37 総務課 総務課公用車(交通安全指導車)リース H25.11.8～H30.11.7 ㈱トヨタレンタリース栃木 宇都宮市東宿郷3-1-1
1,253,700

（月額20,895円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

38 総務課 那須烏山市　Ｊ-ＡＬＥＲＴ自動起動装置整備事業 H25.12.2～H26.3.20 東日本電信電話㈱　栃木支店 宇都宮市東宿郷4-3-27 17,850,000

定期点検、故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮
した結果、栃木県内で取扱が可能な業者であることを条件
とし、見積もり合わせにより発注した結果、最低価格を提示
した当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円） 契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠



平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

39 総務課 防犯灯（ＬＥＤ）設置工事 H25.12.13～H26.2.13 ㈱那須電気 那須烏山市旭2-11-13 1,398,600

故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮した結果、
那須烏山市内の電気工事業者であることを条件とし、見積
もり合わせにより実施した結果、最低価格を提示した当該
業者を契約の相手方として決定したため。

6号

40 総務課 烏山庁舎共用公用車（5人乗りハイブリッド車）リース H26.1.14～H31.1.13 日本GE㈱ 東京都港区赤坂5-2-20
1,902,600

（月額31,710円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

41 総務課 那須烏山市公有財産台帳データ照合業務委託 H26.1.22～H26.3.20 アクリーグ㈱ 小山市外城81-9 2,047,500

当該業者は、現在税務課が使用する固定資産税管理シス
テムの開発業者であり、公有財産台帳整備を進めるにあた
り、データ共有化を図り、本作業を進めることが望ましいた
め、契約相手として決定した。

2号

42 総務課 南那須庁舎防火シャッター改修工事 H26.2.27～H26.3.20 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 2,730,000
当該業者は、本施設の既存警備設備の設置業者であり、
建物の防火設備の構造に精通していることから、契約の相
手方として最適であると判断したため。

2号

43 総務課 南那須庁舎防火扉改修工事 H26.2.27～H26.3.20 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 1,680,000
当該業者は、本施設の既存警備設備の設置業者であり、
建物の防火設備の構造に精通していることから、契約の相
手方として最適であると判断したため。

2号

44 総務課 インバータ発電機購入 H26年2月末日限り 栃木県消防整備㈱ 宇都宮市桜１-1-1 1,359,750

故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮した結果、
栃木県内で取扱が可能な業者であることを条件とし、見積
もり合わせにより発注した結果、最低価格を提示した当該
業者を契約の相手方として決定したため。

6号

45 総務課 南那須庁舎電話交換設備改修工事 H26.3.14～H26.3.20 沖ウィンテック㈱　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区下町1-45 2,520,000
当該業者は本設備の設置業者であり、本設備の仕様につ
いて最も精通しているため。

2号

46 総務課 公用車（トヨタハイエースワゴン10人乗りワゴン車）売払い H26.3.20限り 森林　好文 那須烏山市中山1326 306,000 見積合わせによる公売としたため。 6号

47 税務課 電算システム保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 10,843,455
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

48 税務課 平成25年度課税業務等の処理業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758
39,607,000以内

※単価契約
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

49 税務課
特定世帯等に係る国民健康保険税の軽減特例措置の延長等に伴う
システム改修業務委託

H25.4.1～H25.5.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 525,000
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

50 税務課 課税基本図経年修正及び画地異動調査業務委託 H25.6.27～H26.3.31 アクリーグ㈱ 小山市外城81-9 3,570,000
本システムの開発業者である当該業者以外の業者が、本
業務を請負うことが困難であるため。

2号

51 税務課 税務課公用車（軽商用バン）リース H25.8.26～H30.8.25 日本カーソリューションズ㈱　さいたま支店 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2
989,100

（月額16,485円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

52 税務課
平成27年度固定資産税評価替えに伴う標準宅地の不動産鑑定業務
委託

H25.8.29～H26.3.26 (公社)不動産鑑定士協会 宇都宮市東宿郷4-2-20 15,142,050
国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体、公的団
体又は公益法人その他営利を目的としない公益的団体と
直接契約を締結するため。

2号

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円） 契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠



平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

53 市民課 基幹系サーバーシステムソフトウェアレンタル H25.4.1～H27.10.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 8,164,800

特定の業者において専有するソフトウェアの借入に関し、当
該業者以外に発注することは多大な時間を要するだけでな
く、多大な経費が発生する恐れがあることから、当該業者と
の契約が最適であると判断したため。

2号

54 市民課 住民基本台帳システム・税務システム用ソフトウェアレンタル H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 4,926,600

特定の業者において専有するソフトウェアの借入に関し、当
該業者以外に発注することは多大な時間を要するだけでな
く、多大な経費が発生する恐れがあることから、当該業者と
の契約が最適であると判断したため。

2号

55 市民課 基幹系サーバーシステム保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 514,080
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

56 市民課 基幹系サーバーハードウェア保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 1,536,828
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

57 市民課 基幹系周辺機器ハードウェア保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 2,804,136
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

58 市民課 戸籍ミドルウェア保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 597,744
本システムの開発業者である当該業者以外の業者が、本
業務を請負うことが困難であるため。

2号

59 市民課 住民基本台帳データ更新業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 1,887,480
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

60 市民課 後期高齢者医療システム保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 630,000
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

61 市民課 戸籍副本データ管理システムとの連携に伴うシステム改修業務委託 H25.8.1～H25.9.30 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 3,307,500
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

62 市民課 住基ネットサーバリプレース（ラック流用）業務委託 H25.9.1～H30.8.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 5,030,340

現在運用中の住民基本台帳システム（TASK.NET）に密接
に関係している住基ネットシステムのリプレースであり、既存
システムとの連携を欠かせないため、当該業者を契約の相
手方として最適であると判断したため。

2号

63 市民課 基幹系システム資産管理ソフト導入（リース） H25.9.1～H30.8.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758
3,452,400

（月額57,540円）
基幹系システムの情報資産を管理するにあたり、既設のシ
ステムと連携が不可欠であるため。

2号

64 市民課 基幹系システム資産管理ソフト保守業務委託 H25.9.1～H30.8.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 1,168,776
基幹系システムの情報資産を管理するにあたり、既設のシ
ステムと連携が不可欠であるため。

2号

65 市民課 住民基本台帳ネットワークシステム機器（リプレース）リース H25.9.1～H30.8.31 IBJL東芝リース㈱ 東京都港区虎ノ門1-2-6 5,562,900

当該業者以外からの調達となった場合、ネットワーク及び機
器等の設定に関して別途費用の発生や、また、機器管理の
観点からも保守の二元化や、障害原因の特定や責任範囲
の切り分け作業が発生することから、経費節減及び情報セ
キュリティの観点から当該業者とのリース更改が最適である
と判断したため。

6号

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円） 契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠



平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

66 市民課 SKYSEA(資産管理用)サーバー機器リース H25.9.1～H30.8.31 IBJL東芝リース㈱ 東京都港区虎ノ門1-2-6 3,452,400

当該業者以外からの調達となった場合、ネットワーク及び機
器等の設定に関して別途費用の発生や、また、機器管理の
観点からも保守の二元化や、障害原因の特定や責任範囲
の切り分け作業が発生することから、経費節減及び情報セ
キュリティの観点から当該業者とのリース更改が最適である
と判断したため。

6号

67 市民課 自動血球計数装置及び自動CRP測定装置購入 H25.10.10限り ㈱メディセオ　宇都宮第三支店 宇都宮市問屋町3172-8 1,942,500

定期点検、故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮
した結果、栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者であるこ
とを条件とし、見積もり合わせにより発注した結果、最低価
格を提示した当該業者を契約の相手方として決定したた
め。

6号

68 市民課 七合診療所公用車（普通乗用車）リース H25.11.28～H30.11.27 ㈱トヨタレンタリース栃木
宇都宮市東宿郷3-1-1
中央宇都宮ビル3階

1,386,000
（月額23,100円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

69 市民課 七合診療所レセプトコンピューター購入 H25.12月末日限り 三栄メディシス㈱　東京支店 東京都文京区本郷3-42-6 1,575,000

当該業者は、熊田診療所及び境診療所において、納品実
績があり、同一機種を導入することにより、操作体系を統一
することが可能となるため、契約の相手方として最適である
と判断したため。

2号

70 市民課 基幹系システムの伝送回線ファイアウォール機器リース H26.1.1～H31.12.31 IBJL東芝リース㈱ 東京都港区虎ノ門1-2-6
504,000

（月額8,400円）

当該業者以外からの調達となった場合、ネットワーク及び機
器等の設定に関して別途費用の発生や、また、機器管理の
観点からも保守の二元化や、障害原因の特定や責任範囲
の切り分け作業が発生することから、経費節減及び情報セ
キュリティの観点から当該業者とのリース更改が最適である
と判断したため。

6号

71 市民課 国保情報データベース更新業務委託 H26.3.11～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 999,600
本システム構築業者である当該業者以外の業者が、本業
務を請負うことが困難であるため。

2号

72 市民課 熊田診療所レセプトコンピューター購入 Ｈ26.3.26限り 三栄メディシス㈱　東京支店 東京都文京区本郷3-42-6 945,000
既存レセプトコンピューターは当該業者の製品を使用して
おり、入替作業も安全に行えるため、契約の相手方として最
適であると判断したため。

2号

73 健康福祉課 平成25年度住民健康診査業務委託 H25.4.1～H26.3.31 (公財)栃木県保健衛生事業団 宇都宮市駒生町3337-1

（特定健康診査等事業費予算-市民課）
7,261,200

（後期高齢者検診事業費予算-市民課）
1,942,500

（がん検診等事業費予算-健康福祉課）
18,803,000

集団健康診査については、検査費用のみならず、その検査
内容等の精度管理についても併せて評価する必要があるこ
とから、「各検査項目の見積書」及び「精度管理に関する回
答書」の総合得点が高得点であった業者を選定した。

6号

74 健康福祉課 TASK.NET介護保険システム保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 840,000

本システムの開発会社である当該業者に委託することによ
り、本システムの機能や個人情報を適正に管理することが
可能となり、また他課とのシステム連携に関しても円滑に行
うことが可能であるため。

2号

75 健康福祉課 e-TASK健康管理システム／特定健診システムソフトウェアレンタル H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 1,020,600

住民基本台帳システムを基本にして、本システムが成立し
ており、対象者及びデータ量等を勘案すると、スタンドア
ローンとしての個別システムの導入は考えられないこと、ま
た異動状況等の連携作業においても非効率的であることか
ら、住民基本台帳システムの契約業者である当該業者を契
約の相手方として選定したため。

2号

76 健康福祉課 TASK.NET障害者総合支援システムソフトウェアレンタル H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 1,008,000

既に継続して運用されているTASKシステム内のソフトウェア
であり、住民基本台帳等の他のTASKシステム内のソフト
ウェアとリンクして動作するソフトのため、当該業者以外では
請負できないため。

2号

77 健康福祉課 福祉総合システム（SWAN）ソフトウェアレンタル H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 882,000

既に継続して運用されているTASKシステム内のソフトウェア
であり、住民基本台帳等の他のTASKシステム内のソフト
ウェアとリンクして動作するソフトのため、当該業者以外では
請負できないため。

2号

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円） 契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠



平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

78 健康福祉課 生活保護システム等保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 北日本コンピューターサービス㈱ 秋田県秋田市南通築地15-32 1,068,900
本システムを開発、納入した業者であり、他社が本業務を
請負することが困難であるため。

2号

79 健康福祉課 保健福祉センター日常清掃関係業務委託 H25.4.1～H26.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 1,765,360

障害者支援施設等、高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律（昭和46年法律第68号）第41条第１項に規定するシル
バー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシル
バー人材センター又はこれらに準ずる者として別に定めると
ころにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける
契約に該当するため。

3号

80 健康福祉課 緊急通報装置貸与事業業務委託 H25.4.1～H26.3.31 アズビルあんしんケアサポート㈱
東京都大田区山王1丁目3番5号
NTTデータ大森山王ビル

1,492,050

本事業は継続した機器を使用するものであるため、対象と
なる虚弱や軽度認知症状を抱えた独居において使用法に
慣れた機器を使用することが望ましく、また緊急通報時に早
急な連絡体制が取れる事業者が継続的に請負することが
必要となる。当該業者においては、これまでの請負実績も
良好であることから、当該業者を契約の相手方として最適で
あると決定した。

2号

81 健康福祉課 福祉バス運行事業業務委託 H25.4.1～H26.3.31 (公財)シルバー人材センター連合会 宇都宮市駒生3337-1
2,305.800

(1,800円／時間)

障害者支援施設等、高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律（昭和46年法律第68号）第41条第１項に規定するシル
バー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシル
バー人材センター又はこれらに準ずる者として別に定めると
ころにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける
契約に該当するため。

3号

82 健康福祉課 外出支援サービス事業業務委託 H25.4.1～H26.3.31 (社福)那須烏山市社会福祉協議会 那須烏山市田野倉85-1
片道1回当たり3,000円

(往復6,000円)

当該法人は、地域における認知度・信頼度も高く、本事業
を安定且つ適正に実施できる事業者であり、これまでの請
負実績も良好であることから、契約の相手方として最適であ
ると判断した。

2号

83 健康福祉課 生活支援ホームヘルプサービス事業業務委託 H25.4.1～H26.3.31 (社福)那須烏山市社会福祉協議会 那須烏山市田野倉85-1 1回(おおむね1時間）につき2,000円

本事業は継続した支援が必要とされるため、利用者の生活
状況等を熟知した事業者が望ましく、利用者への信頼・安
心感を確保するなど業務の特殊性から、請負実績も良好で
ある当該法人を契約の相手方として最適であると決定した。

2号

84 健康福祉課 那須烏山配食サービス事業業務委託 H25.4.1～H26.3.31
㈲古賀屋商店
㈱TLC

那須烏山市中央1-20-34
那須烏山市神長487-5

625,000

委託業者を公募したところ、昨年度において委託実績があ
り、実施状況も良好であると認められた当該業者から応募
があり、、審査員による審査会の結果、両業者とも契約の相
手方として適正であると判断されたため。

2号

85 健康福祉課 那須烏山市指定介護予防支援事業 H25.4.1～H26.3.31

(社福)那須烏山市社会福祉協議会
㈲ホットクレール
(社福)正州会
(社福)敬愛会
(医)薫会　富士山苑
(社福)慈愛会
㈱TLC　烏山ケアステージとちの木
那須南農業協同組合
(社福)美光会
㈲宝サポート
(社福)晃丘会
(社福)博友会
㈱むつみコーポレーション
㈲リビータス
はが野農業協同組合

那須烏山市田野倉85-1
那須烏山市野上1623-1
那須烏山市三箇183-1
那須烏山市滝田1867-3
那須烏山市1868-28
那須烏山市田野倉528-2
那須烏山市神長487-5
那須郡那珂川町白久10
茨城県常陸大宮市鷲子2023-2
千葉県習志野市津田沼7-5-16
宇都宮市竹下町435-9
茨城県常陸大宮市野口平146-1
那須塩原市新南163-280
那須烏山市田野倉371-1
真岡市八条95

計7,848,000

業務が特殊であり委託先が那須烏山市介護予防支援事業
実施規定第5条第1項の規定により限定されており、事業の
対象者に対して継続的な支援を行う必要があるため、昨年
同様の業者を選定した。

2号

86 健康福祉課 生活保護システム改修及び基準改定業務委託 H25.7.12～H25.11.30 北日本コンピューターサービス㈱ 秋田県秋田市南通築地15-32 630,000
本システムを開発、納入した業者であり、他社が本業務を
請負することが困難であるため。

2号

87 健康福祉課 那須烏山市日常生活圏域ニーズ調査業務委託 H25.11.1～H26.3.20 ㈱アールピーアイ栃木 宇都宮市鶴田町1333-1 924,000
本業務における請負単価が業者間で統一されていないこと
から、見積もり合わせにより発注した結果、最低価格を提示
した当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円）



平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

88 健康福祉課 生活保護システム機能追加業務委託 H26.3.3～H26.3.31 北日本コンピューターサービス㈱ 秋田県秋田市南通築地15-32 4,111,800
本システムを開発、納入した業者であり、他社が本業務を
請負することが困難であるため。

6号

89 健康福祉課 平成26年度介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託 H26.3.4～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 525,000

住民基本台帳システムを基本にして、本システムが成立し
ており、対象者及びデータ量等を勘案すると、スタンドア
ローンとしての個別システムの導入は考えられないこと、ま
た異動状況等の連携作業においても非効率的であることか
ら、住民基本台帳システムの契約業者である当該業者を契
約の相手方として選定したため。

2号

90 健康福祉課 障害者総合支援制度改正に伴うシステム改修業務委託 H26.3.24～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 525,000
既に納入され、運用されているTASKシステム内のソフトウェ
ア改修のため、開発元である当該業者以外では請負するこ
とが困難であるため。

2号

91 こども課 基幹系システムソフトウェアレンタル H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 504,000
本システム導入時点で当該業者を契約の相手方として決
定したため、ソフトウェアのレンタルについても当該業者を
契約の相手方とすることが最適であると判断したため。

2号

92 こども課 基幹系システム（児童手当）保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 504,000
本システム導入時点で当該業者を契約の相手方として決
定したため、保守業務についても当該業者を契約の相手方
とすることが最適であると判断したため。

2号

93 こども課 にこにこ保育園公用車（軽商用バン）リース H25.6.26～H31.6.25 日本カーソリューションズ㈱　さいたま支店 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2
907,200

（月額15,120円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

94 こども課 こども館公用車（軽商用バン）リース H25.9.27～H30.9.26 ㈱トヨタレンタリース栃木 宇都宮市東宿郷3-1-1
945,000

（月額15,750円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

95 こども課
那須烏山市子ども・子育て支援事業計画策定のための
ニーズ調査等業務委託

H25.12.4～H26.3.31 ㈱栃木都市計画センター 宇都宮市下戸祭2-16-5 1,995,000
本業務における請負単価が業者間で統一されていないこと
から、見積もり合わせにより発注した結果、最低価格を提示
した当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

96 こども課 子ども子育て支援新制度施行に伴うシステム改修業務委託 H26.3.28～H27.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 7,020,000

新システムへのデータ移行において、業務を遂行するため
には、当該業者提供のソフトウェアを利用する住民基本台
帳及び税データ等とのリンクが不可欠であり、当該業者以
外のソフトウェアの導入は事務に大きな支障をきたすため、
当該業者を契約の相手方として決定した。

2号

97 農政課 農業行政システムソフトウェアレンタル H25.4.1～H26.3.31 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758 604,800
既存の電算システムと一体的な関係にあるソフトウェアのレ
ンタルであるため、当該業者を契約の相手方に選定した。

2号

98 農政課 平成25年度イノシシ捕獲強化事業業務委託（烏山地区　個体数調整） H25.4.1～H26.3.31 猟友会南那須支部烏山分会 那須烏山市野上1213-1 528,000
本業務は、猟銃の取扱の資格が必要であり、地元の地形や
生息状況に精通している実施地区の当該団体との契約が
最適であると判断したため。

2号

99 農政課 地域ブランド発信番組制作事業業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱栃木放送 宇都宮市本町12-11 15,000,000
平成23年度から那須烏山市のPRイベント・特産品等の紹介
を継続して実施している当該業者との契約が最適である判
断したため。

2号

100 農政課 平成25年度林道管理業務委託 H25.5.1～H26.3.20 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 813,600

障害者支援施設等、高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律（昭和46年法律第68号）第41条第１項に規定するシル
バー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシル
バー人材センター又はこれらに準ずる者として別に定めると
ころにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける
契約に該当するため。

3号

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円） 契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠



平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

101 農政課 平成25年度県単独農業農村整備事業（高瀬地区）設計業務委託 H25.6.27～H26.3.20 栃木県土地改良事業団体連合会 宇都宮市平出町1260 1,198,050
国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体、公的団
体又は公益法人その他営利を目的としない公益的団体と
直接契約を締結するため。

2号

102 農政課
平成25年度明るく安全な里山林整備事業
里山林管理事業業務委託

H25.9.9～H26.2.28 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 5,040,000

刈払い・不要木の伐採及び撤去を行うため、安全かつ適正
に業務が執行されることを鑑み、森林作業に精通し専門的
な技能を有する森林組合が適任と判断されるため、見積合
わせにより実施したため。

6号

103 農政課 農道南大和久線登記に係る用地測量等業務委託 H25.11.15～H26.3.20 栃木県土地改良事業団体連合会 宇都宮市平出町1260 1,197,000
国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体、公的団
体又は公益法人その他営利を目的としない公益的団体と
直接契約を締結するため。

2号

104 農政課
平成25年度明るく安全な里山林整備事業
（小倉体験村）業務委託

H26.2.24～H26.3.17 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 2,415,000

刈払い・不要木の伐採及び撤去を行うため、安全かつ適正
に業務が執行されることを鑑み、森林作業に精通し専門的
な技能を有する森林組合が適任と判断されるため、見積合
わせにより実施したため。

6号

105 農政課
平成25年度明るく安全な里山林整備事業
（宇井）業務委託

H26.3.10～H26.3.17 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 556,500

刈払い・不要木の伐採及び撤去を行うため、安全かつ適正
に業務が執行されることを鑑み、森林作業に精通し専門的
な技能を有する森林組合が適任と判断されるため、見積合
わせにより実施したため。

6号

106 農政課
平成25年度明るく安全な里山林整備事業
（小木須）業務委託

H26.3.10～H26.3.17 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 971,250

刈払い・不要木の伐採及び撤去を行うため、安全かつ適正
に業務が執行されることを鑑み、森林作業に精通し専門的
な技能を有する森林組合が適任と判断されるため、見積合
わせにより実施したため。

6号

107 農政課
平成25年度明るく安全な里山林整備事業
{林道諸久保（横枕）}業務委託

H26.3.10～H26.3.17 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 897,750

刈払い・不要木の伐採及び撤去を行うため、安全かつ適正
に業務が執行されることを鑑み、森林作業に精通し専門的
な技能を有する森林組合が適任と判断されるため、見積合
わせにより実施したため。

6号

108 商工観光課 商工観光課公用車（軽乗用車）リース H25.4.18～H30.4.17 ㈱トヨタレンタリース栃木 宇都宮市東宿郷3-1-1
1,140,300

（月額19,005円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

109 環境課 平成25年度可燃ごみ用袋購入 H25.4.1～H26.3.31 井上ビニール㈱ 群馬県前橋市三河町1-1-1-108
中袋　4円10銭（税抜）
大袋　6円10銭（税抜）

那珂川町と合同で作製するため、両市町に入札参加資格
登録がある業者を条件として、見積もり合わせにより発注し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

110 環境課 東日本大震災災害廃棄物に係る木質運搬処理業務委託 H25.9.17～H25.12.28 勝田環境㈱ 茨城県ひたちなか市津田2554-2
リサイクル処理　6,000/t

運搬費　9,000/ｔ
積込費　1,488/ｔ

那須烏山市の入札参加資格登録業者において、木質廃材
を発電施設燃料等にリサイクル処理可能な事業者が当該
業者のみであるため。

2号

111 環境課 平成25年度自動車騒音常時監視面的評価業務委託 H25.10.15～H26.3.15 平成理研㈱ 宇都宮市石井町2856-3 535,500
本業務における請負単価が業者間で統一されていないこと
から、見積もり合わせにより発注した結果、最低価格を提示
した当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

112 環境課 東日本大震災災害廃棄物に係る瓦礫破砕リサイクル処理業務委託 H26.1.27～H26.3.20 大泉砕石㈱ 茨城県桜川市大泉877
リサイクル処理（自然石）　2,000/ｔ

リサイクル処理（瓦）　4,000/ｔ

震災瓦礫の処理は、異物等の混入により処理が困難であ
る。当該業者は、震災当時から受入をしている業者であり、
ストックヤードを確保し、瓦礫の処理能力を有しているなど
の理由から、契約の相手方として最適であると判断した。

2号

113 環境課 東日本大震災災害廃棄物に係るコンクリート類処理業務委託 H26.1.27～H26.3.20 前田建材㈱ さくら市卯の里2-19
リサイクル処理（無筋コンクリート）　750/ｔ

リサイクル処理（有筋コンクリート）　1,000/ｔ

震災瓦礫の処理は、異物等の混入により処理が困難であ
る。当該業者は、震災当時から受入をしている業者であり、
ストックヤードを確保し、瓦礫の処理能力を有しているなど
の理由から、契約の相手方として最適であると判断した。

2号

114 環境課 東日本大震災災害廃棄物積込運搬業務委託 H26.1.27～H26.3.20 栃木県那須南部建設業協同組合 那須烏山市金井2-20-20
搬入先　前田建材㈱　2,710/ｔ
搬入先　大泉砕石㈱　2,890/ｔ

災害復旧業務に関し、当該団体は、那須烏山市と防災協
定を締結した団体であり、業者間の連絡調整を綿密に行う
能力を有しているため、契約の相手方として最適であると判
断したため。

2号

契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円）



平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

115 都市建設課 「土木設計積算システム」のプログラムサポート H25.4.1～H26.3.31 ㈱富士通マーケティング　栃木支店
宇都宮市東宿郷4-2-24
センターズビルディング3階

554,400
当該業者は、栃木県内市町において使用中の「土木設計
積算システム」のシステム開発及びプログラムサポートを実
施している唯一の業者であり、競争の余地がないため。

2号

116 都市建設課 都市建設課公用車（商用バン）リース H25.5.28～H30.5.27 ㈱トヨタレンタリース栃木 宇都宮市東宿郷3-1-1
1,562,400

（月額26,040円）

現車両のリース期間満了につき、車両更新の場合の見積も
りを徴したところ、有利な価格をもってリース更改が可能で
あることから、当該業者を継続採用としたため。

6号

117 都市建設課 都市建設課公用車（軽多目的ダンプ）リース H25.6.19～H30.6.18 ㈱トヨタレンタリース栃木 宇都宮市東宿郷3-1-1
1,134,000

（月額18,900円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

118 都市建設課 都市建設課公用車（1tダブルキャブ）リース H25.6.19～H30.6.18 ㈱トヨタレンタリース栃木 宇都宮市東宿郷3-1-1
2,992,500

（月額49,875円）

現車両のリース期間満了につき、車両更新の場合の見積も
りを徴したところ、有利な価格をもってリース更改が可能で
あることから、当該業者を継続採用としたため。

6号

119 都市建設課 都市建設課公用車（商用バン）リース H25.8.6～H30.8.5 ㈱トヨタレンタリース栃木 宇都宮市東宿郷3-1-1
1,562,400

（月額26,040円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

120 都市建設課 神長市営住宅解体工事 H25.10.31限り 山田建設㈱ 那須烏山市金井1-4-32 2,730,000
当該業者が請負中の工事に接続して施工するもので、設
備資材等に関連があるため、当該業者に施工させることに
より、経費の節減が確保されるため。

6号

121 都市建設課 道路排水施設整備工事（道路保全費） H25.11.29限り ㈲田村建設 那須烏山市旭2-7-16 4,851,000

平成25年9月15日に発生した台風18号により、既設の排水
施設等が崩壊し、緊急に復旧工事を実施する必要があるた
め、手持資材及び設備を有し、緊急に工事の施工が請負
可能であった当該業者を契約の相手方として選定した。

5号

122 都市建設課 社会資本整備総合交付金工事（繰越） H25.12.20～H26.2.25 東鉄工業㈱　宇都宮営業所 宇都宮市今泉町531-13 9,450,000
本工事は、ＪＲ関連工事の経験や専門知識等を求められる
極めて特殊な工事であるため。

2号

123 都市建設課 社会資本整備総合交付金工事 H26.1.10～H26.3.25 東鉄工業㈱　宇都宮営業所 宇都宮市今泉町531-13 8,400,000
本工事は、ＪＲ関連工事の経験や専門知識等を求められる
極めて特殊な工事であるため。

2号

124 上下水道課 公営企業会計システム等使用許諾及び電算機器賃貸借 H25.4.1～H31.3.31 ㈱ぎょうせい 東京都江東区新木場1-18-11
3,473,220

（月額57,887円）

システム不具合発生時等の対応に迅速に対応できることを
考慮した結果、栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者で
あることを条件とし、見積もり合わせにより発注した結果、最
低価格を提示した当該業者を契約の相手方として決定した
ため。

6号

125 上下水道課 公営企業会計システム用アプリケーション保守業務委託 H25.4.1～H31.3.31 ㈱ぎょうせい 東京都江東区新木場1-18-11 1,175,580
当該業者は、本システムの設置業者であり、他社が本業務
を請負することが困難であるため。

2号

126 上下水道課 設計積算システムOA機器及びソフト賃貸借 H25.4.1～H30.3.31 ㈱富士通マーケティング　栃木支店
宇都宮市東宿郷4-2-24
センターズビルディング3階

2,299,500
（月額38,325）

定期点検、故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮
した結果、栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者であるこ
とを条件とし、見積もり合わせにより発注した結果、最低価
格を提示した当該業者を契約の相手方として決定したた
め。

6号

127 上下水道課 土木積算システムプログラムサポート業務委託 H25.4.1～H30.3.31 ㈱富士通マーケティング　栃木支店
宇都宮市東宿郷4-2-24
センターズビルディング3階

1,386,000

システム不具合発生時等の対応に迅速に対応できることを
考慮した結果、栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者で
あることを条件とし、見積もり合わせにより発注した結果、最
低価格を提示した当該業者を契約の相手方として決定した
ため。

6号

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円） 契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠



平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

128 上下水道課 上水道施設管理業務委託 H25.4.1～H26.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 2,290,725

障害者支援施設等、高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律（昭和46年法律第68号）第41条第１項に規定するシル
バー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシル
バー人材センター又はこれらに準ずる者として別に定めると
ころにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける
契約に該当するため。

3号

氏名 住所

129 上下水道課 簡易水道施設管理業務委託 H25.4.1～H26.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 1,236,000

障害者支援施設等、高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律（昭和46年法律第68号）第41条第１項に規定するシル
バー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシル
バー人材センター又はこれらに準ずる者として別に定めると
ころにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける
契約に該当するため。

3号

130 上下水道課 水道水質検査業務委託 H25.4.1～H26.3.31 平成理研㈱ 宇都宮市石井町2856-3 1,257,900

国の登録機関かつ栃木県内に検査区域を有する事業者を
第一条件とし、厚生労働省で実施している統一試料を用い
た精度管理調査に参加している階層化評価結果が第一群
に属している業者間で見積り合わせを行い選定した。

6号

131 上下水道課 平成25年度量水器修繕単価 H25.4.23～H26.3.31

φ13、50、75…アズビル金門㈱　北関東
支店
φ20、25…㈱ニッコク　東京支店
φ30、40…愛知時計電機㈱　大宮営業所

群馬県桐生市仲町3-6-3
東京都港区六本木6-17-1
埼玉県さいたま市大宮区大成町1-
101

φ13㎜　1,449
φ20㎜　2,100
φ25㎜　2,625
φ30㎜　7,728
φ40㎜　8,778
φ50㎜　39,900
φ75㎜　54,600

水道量水器の検定の証印を受けられる登録機関に応札者
が限定されることから、見積もり合わせにより発注した結果、
最低価格を提示した当該業者を契約の相手方として決定し
たため。

6号

132 上下水道課 神長地内配水管布設替工事 H25.4.23～H25.6.21 渡邊建設㈱ 那須烏山市金井2丁目7－11 2,940,000
当該業者が請負中の工事に接続して施工するもので、設
備資材等に関連があるため、当該業者に施工させることに
より、経費の節減が確保されるため。

6号

133 上下水道課 高瀬地内配水管布設工事 H25.4.23～H25.6.21 ㈱岡工務店 那須烏山市大金184 1,365,000
当該業者が請負中の工事に接続して施工するもので、設
備資材等に関連があるため、当該業者に施工させることに
より、経費の節減が確保されるため。

6号

134 上下水道課 興野地区№7マンホールポンプ制御盤移設工事 H25.6.26～H25.8.18 佐藤工業㈱ 那須烏山市金井2-15-19 2,184,000
緊急の必要により競争入札に付することができないため、
当該工事を円滑に実施できる当該業者を契約の相手方と
して選定したため。

5号

135 上下水道課 南大和久排水上2号配水ポンプ交換修繕 H25.9.4～H25.9.30 荏原商事㈱　栃木営業所 宇都宮市東宿郷5-23-1 2,268,000
緊急の必要により競争入札に付することができないため、
早急にポンプの修繕が可能な当該業者を契約の相手方と
して選定したため。

5号

136 上下水道課 小白井浄水上遊離炭酸除去装置修繕 H25.10.9～H26.1.31 荏原商事㈱　栃木営業所 宇都宮市東宿郷5-23-1 2,887,500
緊急の必要により競争入札に付することができないため、
既存施設を設置施工した当該業者を契約の相手方として
選定したため。

5号

137 上下水道課 神長地内配水管橋梁添架工事 H25.10.15～H26.2.17 ㈱岡工務店 那須烏山市大金184 4,588,500
当該業者が請負中の工事に接続して施工するもので、設
備資材等に関連があるため、当該業者に施工させることに
より、経費の節減が確保されるため。

6号

138 上下水道課 神長地内配水管布設工事 H25.10.28～H26.2.12 ㈲板橋建設 那須烏山市南大和久480 5,670,000
当該業者が請負中の工事に接続して施工するもので、設
備資材等に関連があるため、当該業者に施工させることに
より、経費の節減が確保されるため。

6号

139 上下水道課 西野配水場配水池水位計改修工事 H25.12.9～H25.12.25 明協電機㈱　北関東営業所 小山市城北2-3-10 2,257,500

那須烏山市の水道施設において設置施工した業者である
ことを条件とし、見積もり合わせにより実施した結果、最低価
格を提示した当該業者を契約の相手方として決定したた
め。

6号

140 上下水道課 南大和久配水場配水池水位計改修工事 H25.12.9～H25.12.25 明協電機㈱　北関東営業所 小山市城北2-3-10 2,257,500

那須烏山市の水道施設において設置施工した業者である
ことを条件とし、見積もり合わせにより実施した結果、最低価
格を提示した当該業者を契約の相手方として決定したた
め。

6号

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円） 契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠



平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

141 上下水道課 那須烏山市上下水道料金システム更新業務委託 H25.12.12～H26.3.31 ㈱ケーシーエス　栃木支社 宇都宮市駒入町799-5 5,199,500

システム不具合発生時等の対応に迅速に対応できることを
考慮した結果、栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者で
あることを条件とし、見積もり合わせにより発注した結果、最
低価格を提示した当該業者を契約の相手方として決定した
ため。

6号

142 議会事務局 平成25年度「議会だより」印刷製本業務委託 H25.4.1～H26.3.31 ㈱アド・ワークス　烏山オフィス 那須烏山市野上1162 3.40円／ページ

H25.3.27に執行された当該業務に係る入札において、応
札者が当該業者1社のみであり、入札不調となった。今後の
発行スケジュールを鑑みると、再度の入札に付す暇がない
ことから、当該業者を契約の相手方として決定した。

5号

143 学校教育課 学校教育ネットワークソフトウェアリース H25.4.1～H30.3.31 NECキャピタルソリューション㈱　関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17
8,505,000

（月額141,750円）

現在利用しているソフトウェアのライセンス使用期限が満了
を迎える中、これまで安定的に稼動できており、学校現場で
の利活用において、大きな役割を担っているため、当該業
者と引き続きライセンス更新を行うことが最適であると判断し
た。

6号

144 学校教育課 学校教育ネットワーク保守業務委託 H25.4.1～H26.3.31 日興通信㈱　宇都宮支店 宇都宮市大通り1-4-22 2,782,500
当該業者は本設備の設置業者であり、本設備の仕様につ
いて最も精通しているため。

2号

145 学校教育課
小中学校警備委託
（烏山小学校、七合小学校、境小学校、江川小学校、烏山中学校、下
江川中学校）

H25.4.1～H30.3.31 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 12,020,400
当該業者は、既存警備設備の設置業者であり、他社が本
業務を請負することが困難であるため。

2号

146 学校教育課
小中学校警備業務委託
（荒川小学校、荒川中学校）

H25.4.1～H30.3.31 セコム㈱ 東京都渋谷区神宮前1-5-1 4,179,840
当該業者は、既存警備設備の設置業者であり、他社が本
業務を請負することが困難であるため。

2号

147 学校教育課 那須烏山市英語コミュニケーション推進事業ALT業務委託 H25.4.1～H28.3.31 ㈱ジョイトーク さくら市氏家2371-12 64,490,580
当該事業実施に係るプレゼンテーションにより、当該業者を
選定したため。

2号

148 学校教育課 江川小学校スクールバス運転業務委託 H25.4.8～H26.3.31 ㈱仁井田観光 塩谷郡高根沢町伏久472 1時間当たり　1,468円

故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮した結果、
那須烏山市内及び近郊のバス送迎事業者であることを条
件とし、見積もり合わせにより実施した結果、最低価格を提
示した当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

149 学校教育課 学校教育課公用車（軽商用バン）リース H25.4.25～H30.4.24 ㈱トヨタレンタリース栃木 宇都宮市東宿郷3-1-1
1,020,600

（月額17,010円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

150 学校教育課 学校情報化サポート業務委託 H25.5.7～H26.3.31 ㈱ユーキャン 宇都宮市戸祭台24-6 単価9,450円

故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮した結果、
栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者であることを条件と
し、見積もり合わせにより発注した結果、最低価格を提示し
た当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

151 学校教育課 小学生臨海自然教室参加に伴うバス賃貸借（烏山小学校） H25.5.20及びH25.5.22 大洋交通㈱　常陸大宮営業所 茨城県常陸大宮市山方458-2 406,350

那須烏山市内のバス送迎事業者あて見積合わせを実施し
たところ、繁忙期等の理由で不調となった。必要となる期日
が迫る中、競争入札に付する暇がないため、入札参加資格
登録業者として登録があった当該業者へ見積依頼したとこ
ろ、予定価格以下で請負可能であったため、契約の相手方
として決定した。

5号

152 学校教育課 中学生海外派遣事業旅行業務委託 H25.5.20～H25.5.28 トップツアー㈱　宇都宮支店 宇都宮市馬場通り2-3-6 3,234,060
繁忙期等の理由により入札が不調となる恐れがあるため、
見積もり合わせにより実施した結果、最低価格を提示した
当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

153 学校教育課 江川小学校、下江川中学校公用車（軽トラック）購入 H25.6.28限り ㈱塩那自動車販売 那須烏山市田野倉817-2 計1,500,000

定期点検、故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮
した結果、那須烏山市内において整備可能な業者であるこ
とを条件とし、見積もり合わせにより発注した結果、最低価
格を提示した当該業者を契約の相手方として決定したた
め。

6号

契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円）



平成25年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

154 学校教育課 学校教育ネットワーク電子黒板ユニット購入 H25.7.19限り 日興通信㈱　宇都宮支店 宇都宮市大通1-4-22 803,250

故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮した結果、
栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者であることを条件と
し、見積もり合わせにより発注した結果、最低価格を提示し
た当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

155 学校教育課 市内小学校消火器備品購入 H25.8.29限り ㈲青木商会 那須烏山市中央3-3-1 988,559
参加資格要件を那須烏山市内及び近郊の業者とし、見積
合わせにより実施したため。

6号

156 学校教育課 学校教育課ネットワークサーバ機器リース H25.11.1～H30.3.31 NECキャピタルソリューション㈱　関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17
13,650,945

（月額257,565円）

故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮した結果、
栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者であることを条件と
し、見積もり合わせにより発注した結果、最低価格を提示し
た当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

157 学校教育課 デジタル教科書備品購入 H25.12.20限り ㈲越雲書店 那須烏山市中央1-14-15 1,460,000

デジタル教科書については、定価の販売となっており、現
在使用している教科書に合わせたものが必要となる。また、
教科書については、特定の者でなければ納入することがで
きない物品であるため、当該業者を契約の相手方として最
適であると判断したため。

2号

158 学校教育課 学校教育ネットワーク電子黒板等機器リース H26.2.1～H31.1.31 NECキャピタルソリューション㈱　関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17
41,370,840

（月額689,514円）

故障時等の対応に迅速に対応できることを考慮した結果、
栃木県内及び近郊で取扱が可能な業者であることを条件と
し、見積もり合わせにより発注した結果、最低価格を提示し
た当該業者を契約の相手方として決定したため。

6号

159 学校教育課 理科教育設備購入1 Ｈ26.2.14限り ㈱さとう 那須烏山市中央2-3-13 1,206,400
参加資格要件を那須烏山市内及び近郊の業者とし、見積
合わせにより実施したため。

6号

160 学校教育課 理科教育設備購入2 Ｈ26.2.14限り ㈱渡邉精華堂 大田原市下石上1780-36 2,314,930
参加資格要件を那須烏山市内及び近郊の業者とし、見積
合わせにより実施したため。

6号

161 学校教育課 小学校社会科副読本及び補助教材DVD制作業務委託 H26.3.20限り 東亜写真 宮城県仙台市青葉区東勝山3-34-5 2,999,916

デジタル社会科副読本及びDVDの作製については、特殊
な業務であり、特定の者でなければ納入することができない
物品であるため、当該業者を契約の相手方として最適であ
ると判断したため。

2号

162 学校教育課 江川小学校机・イス備品購入 H26.3.28限り ㈱さとう 那須烏山市中央2-3-13 852,000
参加資格要件を那須烏山市内及び近郊の業者とし、見積
合わせにより実施したため。

6号

163 学校教育課 烏山小学校ロッカー備品購入 H26.3.31限り ㈱さとう 那須烏山市中央2-3-13 900,000
参加資格要件を那須烏山市内及び近郊の業者とし、見積
合わせにより実施したため。

6号

164 生涯学習課 烏山公民館内清掃業務委託 H25.4.1～H26.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 606,375

障害者支援施設等、高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律（昭和46年法律第68号）第41条第１項に規定するシル
バー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシル
バー人材センター又はこれらに準ずる者として別に定めると
ころにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける
契約に該当するため。

3号

165 生涯学習課 烏山公民館公用車（軽乗用車）リース H25.6.3～H30.6.2 ㈱トヨタレンタリース栃木
宇都宮市東宿郷3-1-1
中央宇都宮ビル3階

1,121,400
（月額18,690円）

メンテナンスリースという発注仕様につき、業者間の工賃単
価が統一されていないことから見積もり合わせにより実施し
た結果、最低価格を提示した当該業者を契約の相手方とし
て決定したため。

6号

166 生涯学習課 柔道用畳購入 H25.12.2限り ナカムラ 那須烏山市森田1089 881,370
参加資格要件を那須烏山市内業者とし、見積合わせにより
実施したため。

6号

Ｎｏ． 所管課 契約の件名 工事期間、履行期間
又は納入期限
契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約金額（円） 契約の相手方を決定した理由
随意契約の
根拠


