
平成26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 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,684,800
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 第3次LGWAN設備保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱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

870,000

第3次LGWAN構築時に締結した覚書に基づき、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。

2号

3 総合政策課 健康見守り支援サービス活用 H26.4.1～H27.3.31
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

4 総合政策課 きずな運営センター業務委託 H26.4.1～H27.3.31
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

1,775,520

｢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

5 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 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ユーキャン 宇都宮市戸祭台24-6 2,592,000
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

6 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 H26.4.1～H27.3.31 ㈱NTT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

1,101,600
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

7 総合政策課 Geogate台帳管理支援サービス利用 H26.4.1～H27.3.31 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3 524,880
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

8 総合政策課 データ放送制作及び放送業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱とちぎテレビ 宇都宮市昭和2-2-2 518,400
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

9 総合政策課 CMSシステム運用支援保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱内田洋行　公共本部 東京都江東区東陽2-3-25 518,400
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

10 総合政策課 データセンター利用に係る賃貸借 H26.4.1～H27.3.31 ㈱内田洋行　公共本部 東京都江東区東陽2-3-26 648,000
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

11 総合政策課 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 H26.4.1～H27.3.31
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

6,395,760

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

12 総合政策課 那須烏山市デマンド運行業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈲大金タクシー 那須烏山市大金156-7 10,540,800

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

13 総合政策課 広報お知らせ版新聞折込業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱栃木オリコミセンター 宇都宮市平出町3734-4
2,021,760

※単価7.8円（税抜）

請負単価等により入札に付した場合、不調となる恐れがあ
るため、見積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

14 総合政策課 広報お知らせ版印刷製本業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ダイサン さくら市押上755-1 ※単価0.98円（税抜）
請負単価等により入札に付した場合、不調となる恐れがあ
るため、見積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

15 総合政策課 広報那須烏山印刷製本業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ダイサン さくら市押上755-1 ※単価0.89円（税抜）
請負単価等により入札に付した場合、不調となる恐れがあ
るため、見積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

16 総合政策課 財務会計プログラムサポート業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱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

1,684,800

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

17 総合政策課 デマンド交通予約システム改修業務委託 H26.8.20～H26.8.29
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

534,600
当該業者は、本システムの業務委託先であり、改修内容も
適正であり、かつ修繕等の対応も迅速に対応できるため、
契約の相手方として最適であると判断し、継続採用した。

6号

18 総合政策課 那須烏山市デマンド運行業務委託（烏山A地区） H26.10.1～H27.3.31 ㈱烏山観光タクシー 那須烏山市中央1-10-9 5,140,800
現に委託中の業務と重複する業務であり、当該業者に委託
することで、履行期間の短縮及び経費の節減や円滑かつ
有効な成果が確保できる有利であると判断したため。

2号

19 総合政策課 那須烏山市デマンド運行業務委託（烏山B地区） H26.10.1～H27.3.31 烏山合同タクシー㈱ 那須烏山市金井2-20-11 5,140,800
現に委託中の業務と重複する業務であり、当該業者に委託
することで、履行期間の短縮及び経費の節減や円滑かつ
有効な成果が確保できる有利であると判断したため。

2号

20 総合政策課 財務会計システム改修業務委託 H26.12.15～H27.3.31 ㈱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

1,043,280
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

21 総務課 人事給与システム保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱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

2,706,048
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

22 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

H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 848,880

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

23 総務課
総合法令管理システム使用許諾及び
例規データベース維持更新業務委託

H26.4.1～H31.3.31 第一法規㈱ 東京都港区南青山2-11-17
12,582,000

（年額2,516,400円）

当該業者は、本システムの業務委託先であり、例規集の定
期更新も遅延なく行われており、安定的に稼動できている。
職員の本システムの操作技術も安定してきており、引き続き
本システムを供用したほうが、円滑かつ適切な業務の執行
に寄与でき、また、紙媒体法令集の廃止など、導入に伴う
更なる経費削減効果も上がっているため、契約の相手方と
して最適であると判断した。

2号

24 総務課 那須烏山市議会議員選挙ポスター掲示場設置業務委託 H26.4.1～H26.4.30 ㈱新田建設 那須烏山市中央3-1-16 829,440

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

25 総務課 南那須庁舎電話交換設備保守点検業務委託 H26.4.1～H27.3.31 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1-45 518,400
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

26 総務課 南那須庁舎空調設備保守点検業務委託 H26.4.1～H27.3.31 岩原産業㈱ 宇都宮市平出工業団地6-12 1,528,200
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

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26年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

27 総務課 浄化槽清掃業務委託(烏山A地区) H26.4.1～H27.3.31 ㈲近代浄化槽管理センター 那須烏山市谷浅見1010 1,964,430

本業務の請負単価は、南那須地区管内において統一され
ており、競争性の余地がないため、これまでも請負してお
り、作業状況も良好な当該業者を契約の相手方として最適
であると判断した。

6号

28 総務課 浄化槽清掃業務委託(烏山B地区) H26.4.1～H27.3.31 ㈲烏山衛生センター 那須烏山市谷浅見1119-4 1,892,463

本業務の請負単価は、南那須地区管内において統一され
ており、競争性の余地がないため、これまでも請負してお
り、作業状況も良好な当該業者を契約の相手方として最適
であると判断した。

6号

29 総務課 浄化槽清掃業務委託(南那須地区) H26.4.1～H27.3.31 ㈲那須環境浄化センター 那須烏山市田野倉735-3 2,339,640

本業務の請負単価は、南那須地区管内において統一され
ており、競争性の余地がないため、これまでも請負してお
り、作業状況も良好な当該業者を契約の相手方として最適
であると判断した。

6号

30 総務課 浄化槽保守点検業務委託（烏山Ａ地区） H26.4.1～H27.3.31 ㈱那須クリエイト 那須烏山市中山161-1 1,265,500
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

31 総務課 浄化槽保守点検業務委託（烏山Ｂ地区） H26.4.1～H27.3.31 ㈱那須クリエイト 那須烏山市中山161-1 837,000
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

32 総務課 浄化槽保守点検業務委託（南那須地区） H26.4.1～H27.3.31 ㈱那須環境浄化センター 那須烏山市735-3 963,800
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

33 総務課 那須烏山市　Ｊ-ＡＬＥＲＴ自動起動装置保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 東日本電信電話㈱　栃木支店 宇都宮市東宿郷4-3-27 1,058,400
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

34 総務課 事務機器(丁合機－南那須庁舎)リース H26.5.1～H31.4.30 シャープファイナンス㈱ 栃木支店 宇都宮市不動前4-2-41
660,960

（月額11,016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、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

35 総務課 消防設備保守点検業務委託(防排煙設備あり) H26.5.14～H27.3.31 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 941,760
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

36 総務課 保健福祉センター共用公用車(低燃費軽自動車)リース H26.5.22～H31.5.21 ㈱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

997,920
（月額16,632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 市長公用車(7人乗りハイブリッドワゴン車)リース H26.5.26～H31.5.25 ㈱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

3,389,040
（月額56,484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

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
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氏名 住所

38 総務課 電気の需給(旧向田小学校ほか14施設） H26.7.1～H29.3.31 ミツウロコグリーンエネルギー㈱ 東京都中央区日本橋本町3-7-2

【基本料金】
1,100.00円/ｋW（旧向田小学校）
1,300.00円/ｋW（旧興野小学校）
1,280.00円/ｋW（旧七合中学校）
1,381.53円/ｋW（すくすく保育園）

1,200.00円/ｋW（つくし幼稚園）
1,200.00円/ｋW（水道庁舎）
1,347.84円/ｋW（境小学校）

1,320.00円/ｋW（烏山小学校）
1,364.68円/ｋW（七合小学校）
1,398.38円/ｋW（荒川小学校）
1,347.84円/ｋW（江川小学校）
1,398.38円/ｋW（荒川中学校）

1,100.00円/ｋW（南那須公民館）
　 920.00円/ｋW（烏山運動公園）
　 900.00円/ｋW（緑地運動公園）

【従量料金】
夏季13.55円　その他季12.64円

(下記を除く10施設)

夏季13.89円　その他季12.96円
(すくすく保育園)

夏季13.72円　その他季12.80円
(七合小学校)

夏季14.06円　その他季13.12円
(荒川小学校・荒川中学校)

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

39 総務課 電気の需給(烏山庁舎ほか5施設） H26.7.1～H29.3.1 伊藤忠エネクス㈱　ユーティリティ事業本部 東京都港区虎ノ門2-10-1

【基本料金】
1,296.00円/ｋW

（烏山庁舎・南那須庁舎・山あげ会館・
烏山中学校・下江川中学校）

1,080.00円/ｋW
（学校給食センター）

【従量料金】
夏季15.12円　その他季14.04円

(烏山庁舎・南那須庁舎・山あげ会館・
烏山中学校・下江川中学校)

夏季14.04円　その他季12.96円
(学校給食センター)

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

40 総務課 防犯灯（ＬＥＤ）設置工事 H26.7.31～H26.12.25 ㈱那須電気 那須烏山市旭2-11-13 3,985,200

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

41 総務課 那須烏山市空き家実態調査業務委託 H26.10.14～H27.3.2 ㈱ゼンリン　宇都宮営業所 宇都宮市元今泉4-12-1 1,047,600

当該業者が自社商品（住宅地図）を発売する際に必要とさ
れる全戸調査に並行し、本市が必要とする当該調査を行う
ことで、時価に比して著しく有利な価格をもって契約できる
と判断したため。

7号

42 総務課
事務機器(丁合機1台－烏山庁舎及び紙折り機2台-
烏山及び南那須庁舎)リース

H26.11.1～H31.10.30 シャープファイナンス㈱ 栃木支店 宇都宮市不動前4-2-41
1,451,520

（月額24,192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、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

43 総務課 南那須庁舎共用公用車(7人乗りハイブリッドワゴン車)リース H26.11.21～H31.11.20 ㈱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

2,391,120
（月額39,852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

44 総務課 衆議院議員総選挙用掲示板購入 Ｈ26.11.26限り ㈱タナカ 茨城県土浦市藤沢3495-1 1,034,640
緊急的な物品調達にあたり、納期限までに納入可能であ
り、かつ納品実績がある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。

5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26年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

45 総務課 投票用紙読取分類機購入 H26.12.5限り ㈱ムサシ　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 3,240,000
緊急的な物品調達にあたり、納期限までに納入可能であ
り、かつ納品実績がある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。

5号

46 総務課 南那須庁舎「庁内サーバー」向けクーラー内蔵ラック設置工事 H27.3.2～H27.3.25 ㈱富士通マーケティング　栃木支店 宇都宮市東宿郷4-2-24
当初 1,501,200
変更 1,738,800

本サーバーを設置し、保守管理を請負する当該業者に本
工事を発注することが、作業中のトラブル発生時の対応等
のリスク軽減につながるため、契約の相手方として最適であ
ると判断したため。

2号

47 総務課
南那須庁舎「教育委員会サーバー」向けクーラー内蔵ラック設置工
事

H27.3.4～H27.3.27 日興通信㈱ 　宇都宮支店 宇都宮市大通り1-4-22 1,350,000

本サーバーを設置し、保守管理を請負する当該業者に本
工事を発注することが、作業中のトラブル発生時の対応等
のリスク軽減につながるため、契約の相手方として最適であ
ると判断したため。

2号

48 総務課 那須烏山市公有地図面データ作成業務委託(図面出力含む） H27.3.4～H27.3.31 アクリーグ㈱ 小山市外城81-9 1,404,000

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

49 総務課 第6分団第2部消防小型動力ポンプ付き積載車購入 H27.3.13限り ㈱ネイチャー 宇都宮市江曽島町1365-1 8,445,600

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、
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

50 総務課 第8分団第1部消防小型動力ポンプ付き積載車購入 H27.3.13限り ㈱ネイチャー 宇都宮市江曽島町1365-1 8,402,400

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

51 総務課 衆議院議員総選挙用掲示板購入 H27.3.17限り ㈱タナカ 茨城県土浦市藤沢3495-1 837,216

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

52 総務課
地域防災力強化推進事業
（防災倉庫及び防災資機材の購入）

H27.3.25限り ミドリ安全宇都宮㈱ 宇都宮市簗瀬4-12-32 897,804

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

53 総務課 那須烏山市民の歌CD制作に関する業務委託 H27.3.31限り ㈱ソルトワークス
大阪府箕面市外院3-1-19
三光館2F201号

1,500,000
全国的に自治体の歌の制作実績が豊富であり、こちらの要
望に応えられるノウハウを持ち、予算と期間内での制作が
可能であったため。

2号

54 総務課 投票用紙読取分類機増設スタッカー購入 H27.3.31限り ㈱ムサシ　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 972,000
昨年度購入した投票用紙読取分類機の増設機器であり、
取扱い上当該業者のみの販売であるため。

2号

55 税務課 電算システム保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 10,640,160
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 税務課 平成26年度課税業務等の処理業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758
42,696,000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

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26年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

57 税務課 課税基本図経年修正及び画地異動調査業務委託 H26.6.6～H27.3.31 アクリーグ㈱ 小山市外城81-9 3,337,200
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

58 税務課
「TASK.固定資産税システム平成27年度基準評価替処理機能
（土地評価替処理対応プログラム）」業務委託

H26.6.25～H26.8.29 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,263,600
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

59 税務課 土砂災害等警戒区域データ入力業務委託 H26.7.18～H26.10.31 アクリーグ㈱ 小山市外城81-9 1,587,600
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

60 税務課 固定資産管理支援システム追加導入業務委託 H26.7.18～H26.12.26 アクリーグ㈱ 小山市外城81-9 1,998,000
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

61 税務課 那須烏山市航空写真撮影業務委託 H26.10.20～H27.3.20 アクリーグ㈱ 小山市外城81-9 13,500,000
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

62 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 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 5,067,360

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

63 市民課 基幹系サーバーシステム保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758
当初 528,768
変更 524,448

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

64 市民課 基幹系サーバーハードウェア保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758
当初 1,580,736
変更 1,337,475

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

65 市民課 基幹系周辺機器ハードウェア保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758
当初 2,884,248
変更 2,817,372

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

66 市民課 戸籍ミドルウェア保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758
当初 614,820
変更 607,434

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

67 市民課 住民基本台帳データ更新業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,941,408
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

68 市民課 後期高齢者医療システム保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 648,000
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

69 市民課 基幹系システム機器（機種更新後）リース H26.10.1～H31.9.30 IBJL東芝リース㈱ 東京都港区虎ノ門1-2-6 46,625,544

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
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氏名 住所

70 市民課
社会保障・税番号制度に伴う基幹系システム改修業務委託
（総務省分）その1

H26.10.1～H26.10.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 2,192,400
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

71 市民課 基幹系システム再構築時クラウド化関連対応業務委託その１ H26.10.1～H26.11.30 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 2,417,148
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 基幹系システム再構築時クラウド化関連対応業務委託その2 H26.12.1～H26.12.15 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 2,136,780
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

73 市民課
社会保障・税番号制度に伴う基幹系システム改修業務委託
（総務省分）その2

H26.12.24～H27.3.27 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 5,994,000
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

74 市民課
社会保障・税番号制度に伴う基幹系システム改修業務委託
（厚生労働省分）その1

H26.12.24～H27.1.30 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,382,400
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

75 市民課 TASKクラウド基盤レンタル H27.1.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,458,000
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

76 市民課
社会保障・税番号制度に伴う基幹系システム改修業務委託
（厚生労働省分）その2

H27.2.4～H27.3.27 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,090,800
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

77 健康福祉課 平成26年度住民健康診査業務委託 H26.4.1～H27.3.31 (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）
9,601,200

（後期高齢者検診事業費予算-市民課）
1,995,000

（がん検診等事業費予算-健康福祉課）
23,528,000

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

78 健康福祉課 TASK.NET介護保険システム保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 864,000

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

79 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 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,023,840

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

80 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 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,036,800

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

81 健康福祉課 福祉総合システム（SWAN）ソフトウェアレンタル H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 907,200

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26年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

82 健康福祉課 生活保護システム等保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 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 1,332,720
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

83 健康福祉課 保健福祉センター日常清掃関係業務委託 H26.4.1～H27.3.31 (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 1,847,992

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

84 健康福祉課 緊急通報装置貸与事業業務委託 H26.4.1～H27.3.31 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

1,669,248

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

85 健康福祉課 福祉バス運行事業業務委託 H26.4.1～H27.3.31 (公財)シルバー人材センター連合会 宇都宮市駒生3337-1
2,381,400

(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

86 健康福祉課 外出支援サービス事業業務委託 H26.4.1～H27.3.31 (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

87 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 H26.4.1～H27.3.31 (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

88 健康福祉課 那須烏山配食サービス事業業務委託 H26.4.1～H27.3.31
㈲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

89 健康福祉課 那須烏山市指定介護予防支援事業 H26.4.1～H27.3.31

(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
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

90 健康福祉課 やすらぎ荘公用車（14人乗りマイクロバス）リース H26.4.2～H31.4.1 ㈱日産フィナンシャルサービス 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
2,378,160

（月額39,636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

91 健康福祉課
那須烏山市高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画
策定支援業務委託

H26.7.1～H27.3.20 ㈱アールピーアイ栃木 宇都宮市鶴田町1333-1 2,160,000
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

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

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
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氏名 住所

92 健康福祉課 健康福祉課公用車（低燃費軽自動車）リース H26.11.28～H31.11.27 ㈱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

1,049,760
（月額17,496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

93 健康福祉課 平成27年度介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託 H27.3.19～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 3,780,000

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

94 こども課 基幹系システムソフトウェアレンタル H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 518,400
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

95 こども課 基幹系システム（児童手当）保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 518,400
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

96 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

H26.4.1～H27.3.31 ㈱栃木都市計画センター 宇都宮市下戸祭2-16-5 2,484,000
前年度に委託した業務と本業務が、密接な関係にあるた
め、当該業者を契約の相手方として継続採用とした。

6号

97 こども課 すくすく保育園における保育士人材派遣業務委託 H26.7.1～H27.3.31 ㈱アスカ 群馬県高崎市問屋町2-7-8 1,678円／時間
人材不足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

98 こども課 にこにこ保育園デジタル印刷機リース H26.7.1～H31.6.30 シャープファイナンス㈱ 栃木支店 宇都宮市不動前4-2-41
544,320

（月額9,072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、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

99 こども課 こども課公用車（軽商用バン）リース H26.7.17～H31.7.16 ㈱日産フィナンシャルサービス 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
972,000

（月額16,200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

100 こども課 子ども・子育て関連3法例規整備支援業務委託 H26.9.16～H27.3.25 第一法規㈱ 東京都港区南青山2-11-17 799,200
現在、例規整備を実施している当該業者に業務委託するこ
とにより、円滑かつ有効な成果が確保できると認められるた
め。

6号

101 農政課 農業行政システムソフトウェアレンタル H26.4.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 622,080
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

102 農政課 平成26年度県単独農業農村整備事業（興野地区）設計業務委託 H26.6.16～H27.3.20 栃木県土地改良事業団体連合会 宇都宮市平出町1260 983,880
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

103 農政課 農地台帳システム整備事業に伴うシステム改修業務委託 H26.12.1～H27.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,836,000
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改
修であるため、契約の性質上競争入札に適さないため。

2号

104 農政課
平成26年度明るく安全な里山林整備事業
（小倉体験村）業務委託

H27.1.19～H27.3.20 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 4,568,400

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

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26年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

105 農政課
平成26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

H27.1.19～H27.3.20 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 4,676,400

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26年度松くい虫防除事業（衛生伐）業務委託 H27.1.29～H27.2.25 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 517,860

被害木の伐採及び被害のまん延防止措置を行うため、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26年度明るく安全な里山林整備事業
（野上）業務委託

H27.2.6～H27.3.20 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 1,490,400

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 農政課
平成26年度明るく安全な里山林整備事業
｛小木須（国見～川戸）｝業務委託

H27.3.4～H27.3.25 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 2,246,400

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

109 農政課
平成26年度明るく安全な里山林整備事業
｛小木須（加熊沢）｝業務委託

H27.3.4～H27.3.25 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 1,490,400

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

110 商工観光課 一般観光施設公園内除草・草刈・落葉片付等清掃委託 H26.4.2～H27.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 689,940

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

111 商工観光課 国見緑地公園施設管理委託 H26.5.1～H26.11.30 小木須自治会国見連絡班 那須烏山市小木須1026 720,000

当該団体は、本地域の自治会の下部組織であり、営利を目
的とせず自治会行事の遂行等を行っている団体であるた
め、公益的団体に該当する。当該施設は、市街地から離れ
交通の便が悪いため、最も近距離である当該団体へ委託
することにより、施設に人員を常設する経費を削減できると
共に、利用者への緊急時の対応及び利用者への迅速な対
応が可能となると判断し、契約の相手方として決定した。

2号

112 商工観光課 山あげ烏章館用折り畳み椅子・机購入 H27.3.27限り ㈲安藤家具 那須烏山市金井1-8-5 2,036,880
参加資格要件を那須烏山市内の業者とし、見積合わせに
より実施したため。

6号

113 環境課 平成26年度可燃ごみ用袋購入 H26.4.1～H27.3.31 井上ビニール㈱ 群馬県前橋市三河町1-1-1-108
中袋　4円50銭（税抜）
大袋　6円70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

114 環境課 平成26年度自動車騒音常時監視面的評価業務委託 H26.10.15～H27.2.28 平成理研㈱ 宇都宮市石井町2856-3 579,744
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

115 都市建設課 クラウド版土木設計積算システム使用 H26.4.1～H27.3.31 (公財)とちぎ建設技術センター 宇都宮市竹林1030-2 1,830,740

当該法人は、栃木県の建設行政を支援するために設立さ
れた唯一の団体であり、設計積算基準や要領等で定めた
細部運用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

116 都市建設課 清水川せせらぎ公園内植栽管理業務委託 H26.4.23～H26.11.28 関本造園 那須烏山市森田787 1,998,000
現場を熟知する那須烏山市内の造園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26年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

117 都市建設課 都市建設課公用車（軽トラック）購入 H26.4.30限り ㈱塩那自動車販売 那須烏山市田野倉817-2 999,130

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

118 都市建設課 地籍調査支援システムリース H26.5.1～H31.4.30 国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻2-7-3
8,618,400

（月額143,640円）

当該業者は、現在使用中のシステム開発業者であり、他の
業者がデータを新しいシステムに引き継ぐ場合、変換ミス等
を防ぐために地籍簿などの紙資料との確認作業が必要とな
り費用及び時間がかかることとなる。また、法務局において
も、当該業者のシステムを利用しており、成果の送付等が
円滑に行うことが出来るため、契約の相手方として最適であ
ると判断した。

2号

119 都市建設課 地籍集成図作成業務委託 H26.5.22～H27.3.31 ㈱ニッコー 宇都宮市宮園町8-11 1,231,200

地籍調査事業で実施している測量委託業務において、曲
畑Ⅰ～Ⅵ地区は㈱なほく、横枕Ⅰ～Ⅳについては当該業
者に委託していたが、㈱なほくが平成22年度曲畑Ⅵ地区の
測量業務中に倒産してしまい、残った工程を当該業者が現
在引き継いでいる。そのため、当該業者が測量データを保
有し、現場を熟知しているため、履行期間の短縮及び経費
の節減や円滑かつ有効な成果が期待できるため、契約の
相手方として最適であると判断した。

6号

120 都市建設課 平成26年度地籍調査事業過年度数値情報化業務委託 H26.9.2～H27.1.30 国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻2-7-3 1,080,000

過年度数値情報化において、昭和49年度からの地籍図を
デジタル化するにあたり、法務省でも採用された図面間接
合の特許を含む技術力は当該業者以外にはないものであ
り、登記時点の地籍図成果の精度を保持しデジタル化する
ためには、当該業者へ発注する事が最適であると判断し
た。

2号

121 都市建設課 道路台帳補正業務委託 H26.12.15～H27.3.25 国際航業㈱　宇都宮営業所
宇都宮市小幡1-1-21
オノゼビル

4,147,200
これまでも良好な道路補正業務を行っており、業務全般に
渡り、豊富な経験や専門的な知識及び処理能力を有してい
るため、契約の相手方として最適であると判断した。

2号

122 都市建設課 平成26年度地籍調査事業過年度数値情報化業務委託その2 H26.12.24～H27.3.31 国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻2-7-3 10,476,000

過去の地籍調査における成果管理において、前回実施し
た昭和49年度志鳥Ⅰ・昭和50年度志鳥Ⅱに引き続き、今
回昭和51年度志鳥Ⅲから昭和61年度小倉Ⅱまで計26地区
の地籍図をデジタル化するにあたり、法務省でも採用され
た図面間接合の特許を含む技術力は当該業者以外にはな
いものであり、登記時点の地籍図成果の精度を保持しデジ
タル化するためには、当該業者へ発注する事が最適である
と判断した。

2号

123 都市建設課 設計業務委託（道路整備費） H27.3.10限り ㈱富貴沢建設コンサルタンツ 宇都宮市簗瀬2-13-26 2,181,600

本業務は、烏山土木事務所が現在実施中の「設計業務委
託　宇都宮那須烏山線　田野倉工区」に接続する市道の詳
細設計である。県道と市道は、密接不可分な関係にあり、
の受注者以外のものに設計させた場合、構造等に著しい支
障が生じる恐れがあるため、契約の相手方として最適であ
ると判断した。

2号

124 都市建設課 設計業務委託（道路保全費） H27.3.10限り 栃木県土地改良事業団体連合会 宇都宮市平出町1260 2,754,000
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

125 上下水道課
那須烏山市上下水道料金システム等使用許諾及び電算機器賃貸
借

H26.4.1～H31.3.31 ㈱ケーシーエス　栃木支社 宇都宮市駒入町799-5 14,895,835

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

126 上下水道課
那須烏山市上下水道料金システム業務用アプリケーション保守業務
委託

H26.4.1～H31.3.31 ㈱ケーシーエス　栃木支社 宇都宮市駒入町799-5 1,950,480
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

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26年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

127 上下水道課 上水道施設管理業務委託 H26.4.1～H27.3.31 (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 2,340,390

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

128 上下水道課 簡易水道施設管理業務委託 H26.4.1～H27.3.31 (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 1,234,080

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

129 上下水道課 水道水質検査業務委託 H26.4.1～H27.3.31 平成理研㈱ 宇都宮市石井町2856-3 1,420,200

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

130 上下水道課 平成26年度量水器修繕単価 H26.4.1～H27.3.31
φ13…㈱ニッコク　東京支店
φ20、25、30、40…前澤給装工業㈱
φ50、75…東洋計器㈱　栃木営業所

東京都港区六本木6-17-1
宇都宮市東宿郷1-7-7
埼玉県さいたま市北区宮原町4-2-
20

φ13㎜　1,404
φ20㎜　1,944
φ25㎜　2,376
φ30㎜　7,668
φ40㎜　8,532

φ50㎜　41,040
φ75㎜　51,840

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

131 上下水道課 公共下水道脱水汚泥収集運搬業務委託 H26.4.1～H27.3.31 宇都宮文化センター㈱ 宇都宮市江曽島2070
16,200/t

1,458,000円
本業務は、平成25年度からの継続業務であり、当該業者の
請負状況も良好であることから、継続採用とした。

6号

132 上下水道課 公共下水道脱水汚泥処理業務委託 H26.4.1～H27.3.31 栃木ハイトラスト㈱ 真岡市鬼怒ヶ丘18-3
32,400/t

2,916,000円
本業務は、平成25年度からの継続業務であり、当該業者の
請負状況も良好であることから、継続採用とした。

6号

133 上下水道課 神長地内配水管布設工事 H26.5.7～H26.7.31 ㈱野村建設 那須烏山市中央3-6-3 4,536,000
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 上下水道課公用車（軽商用バン）リース H26.5.22～H31.5.21 ㈱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

1,134,000
（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

135 議会事務局 平成26年度会議録作成業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱大和速記情報センター 東京都港区虎ノ門1-19-10 15,660円／時間

本業務における入札参加資格登録業者が栃木県外の業者
のみであるため、移動コストの条件により、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

136 学校教育課 学校教育ネットワーク保守業務委託 H26.4.1～H27.3.31 日興通信㈱　宇都宮支店 宇都宮市大通り1-4-22 2,862,000
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

137 学校教育課 学校情報化サポート業務委託 H26.4.1～H27.3.31 ㈱ユーキャン 宇都宮市戸祭台24-6 単価9720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

138 学校教育課 七合小学校公用車（軽トラック）購入 H26.4.30限り ㈱イズミ興社 那須烏山市谷浅見1013-1 903,936

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26年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

139 学校教育課 境小学校公用車（軽トラック）購入 H26.4.30限り 石井自動車整備工場 那須烏山市下境2258-1 878,030

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

140 学校教育課 荒川中学校校舎改修工事監理業務委託 H26.7.30～H27.2.20 ㈱渡辺有規建築企画事務所 宇都宮市中今泉3-7-15 3,369,600
当該業者は、本工事の実施設計業務を請負しており、設計
を把握していることから、契約の相手方として最適であると
判断した。

6号

141 学校教育課 学校教育課ネットワーククライアント機器リース H26.10.1～H31.9.30 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
2,940,840

（月額49,014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、
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。

2号

142 学校教育課 那須烏山市南那須中学校制服・運動着購入

H26.10.31～
※制服・運動着は形が変
更となるまでは製造・納品
する。

関東トンボ㈱ 宇都宮市石井町下栗境3412-19

1着当たり
制服　34,000

運動着　14,900
合計　48,900

当該事業実施に係る公募型プロポーザルにより、当該業者
を選定したため。

2号

143 学校教育課 烏山小学校教室用書架棚備品購入 H26.11.7限り ㈲安藤家具 那須烏山市金井1-8-5 1,146,960
教室寸法に合わせた家具製作を請負している業者が、近
隣市町では当該業者のみであるため、契約の相手方として
選定した。

2号

144 学校教育課 下江川中学校物品運搬業務委託 H27.3.26～H27.3.30 烏山通運㈱ 那須烏山市中央2-1－25 2,620,080
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

145 学校教育課 デジタル教科書備品購入 H27.3.27限り ㈲越雲書店 那須烏山市中央1-14-15 1,772,928

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

146 学校教育課 理科教育設備購入 H27.3.27限り ㈱渡邉精華堂 大田原市下石上1780-36 1,826,064
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

147 学校教育課 南那須中学校生徒用デスク・イス備品購入 H27.3.27限り ㈱さとう 那須烏山市中央2-3-13 1,716,000
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

148 生涯学習課 放課後子ども教室推進事業教室運営業務委託 H26.4.1～H27.3.31 なすから教育支援ネットワーク 那須烏山市金井2-14-2 1,282,613
本業務は、性質上競争になじまないため、公募した結果、
当該団体のみ応募があり、審査した結果、適当と認められ
た。

2号

149 生涯学習課 烏山公民館内清掃業務委託 H26.4.1～H27.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 658,800

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


