
平成28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

1 総合政策課 第3次LGWAN設備保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱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

870,005

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

2 総合政策課 Geogate台帳管理支援サービス利用 H28.4.1～H29.3.31 ㈱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

3 総合政策課 データ放送制作及び放送業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱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

4 総合政策課 広報お知らせ版新聞折込業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱栃木読売IS 宇都宮市東宿郷3-1-7 ※単価7.88円

栃木県内で受託可能な業者は2社あるが、本市の入札参加
資格を有する業者はうち１社のみである。当該業者より見積
を徴した結果、予定価格以下であったため、契約の相手方
として決定した。

2号

5 総合政策課 広報お知らせ版印刷製本業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ダイサン さくら市押上755-1 単価1.08円

入札に付した場合不調となる恐れがあり、履行期間を十分
に確保できないため、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

6 総合政策課 広報那須烏山印刷製本業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ダイサン さくら市押上755-1 単価1.08円

入札に付した場合不調となる恐れがあり、履行期間を十分
に確保できないため、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

7 総合政策課
CMS関連サービスの使用
（平成28年度市公式ホームページ）

H28.4.1～H29.3.31 ㈱内田洋行　営業本部 東京都江東区東陽2-3-25 1,982,880

市公式ホームページをクラウド環境に移行するに際し、従
来のホームページソフトを開発作成した当該業者と契約す
ることが、今後のホームページ運用上明らかに有利であると
判断したため。

2号

8 総合政策課
那須烏山市CMSシステム保守業務委託
（平成28年度市公式ホームページ）

H28.4.1～H29.3.31 ㈱内田洋行　営業本部 東京都江東区東陽2-3-25 739,757
市公式ホームページの運用について、システム障害等が発
生した際の迅速な対応を含め、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 業務系・情報系システム用プリンター保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31
リコージャパン㈱　関東事業本部栃木支社LA事
業部

宇都宮市問屋町3172-10 566,640
当該業者は本機器の納入業者であり、本機器の仕様につ
いて最も精通しているため。

2号

10 総合政策課 財務会計プログラムサポート業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱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

1,846,800

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

11 総合政策課 那須烏山市公共施設等総合管理計画策定業務委託 H28.6.13～H29.3.24 ㈱パスコ　栃木支店 宇都宮市桜3丁目1-13 6,264,000
当該業者へ委託し整備を進めている固定資産台帳整備と
密接に関連する業務であり、データ共有が可能となること
で、履行期間の短縮が図れるため。

6号

12 総合政策課 ふるさと応援寄附金事業記念品取りまとめ業務委託 Ｈ28.7.1～Ｈ29.3.31 那須烏山市観光協会 那須烏山市金井2丁目5-26
取扱手数料500円（税込）

記念品代実費
送料実費

当該団体はふるさと納税記念品返礼制度開始当初から返
礼記念品の取扱いを実施しており、当該業務のノウハウを
有している、今後の更なる観光資源の発掘の面や観光情
報資料を寄附者に迅速に周知可能であるなど、他者に比し
特別優位性が認められることから選定した。

2号

13 総合政策課 メール無害化サーバ導入 Ｈ28.8.8～Ｈ28.10.21 ㈱富士通マーケティング　栃木支店 宇都宮市東宿郷4-2-24 9,180,000

自治体情報セキュリティ強化対策事業の一環として実施す
るものであり、特殊な作業も含まれていることから、当該機器
に精通している業者間での見積もり合わせを行い、最低価
格の業者を契約相手として選定した。

6号

14 総合政策課
業務系・情報系システム再構築サーバ・ネットワーク機器導入
（リース延長）

Ｈ28.11.1～Ｈ29.3.31 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 707,720

業務系・情報系システム再構築に関し、現在使用中の機器
等のリース期間を5ヶ月延長する必要があるため、当該業者
からリース延長の見積りを徴し、予定価格以下であるため選
定した。

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28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

15 総合政策課
業務系・情報系システム再構築サーバ等のリース延長分の保守業
務委託

Ｈ28.11.1～Ｈ29.3.31 ㈱富士通マーケティング　栃木支店 宇都宮市東宿郷4-2-24 6,162,588

業務系・情報系システム再構築に関し、現在使用中の機器
等のリース期間を5ヶ月延長することに伴い、必要となる保
守点検業務を現在請負中の当該業者に引き続き委託する
こととした。

6号

16 総合政策課 地方公会計標準ソフトウェア・連携オプション導入業務委託 H28.11.15～H29.3.31 ㈱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

2,481,840

本業務に際し、現在の財務会計システムデータを活用しな
ければならないことから、当該システムの開発者であり細部
に渡り熟知している当該業者へ委託することが最適であると
判断した。

2号

17 まちづくり課 コールセンター業務「デマンド交通部門」委託事業 H28.4.1～H29.3.31 （一社）情報の森 宇都宮市江野町6-15大立ビル402 10,601,280

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

18 まちづくり課 デマンド交通運行業務（烏山A地区） H28.4.1～H29.3.31 ㈱烏山観光タクシー 那須烏山市中央1-10-9 1便当たり  2,400円

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

19 まちづくり課 デマンド交通運行業務（烏山B地区） H28.4.1～H29.3.31 烏山合同タクシー㈱ 那須烏山市金井2-20-11 1便当たり  2,400円

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 まちづくり課 デマンド交通運行業務（南那須地区） H28.4.1～H29.3.31 ㈲大金タクシー 那須烏山市大金156-7 1便当たり  2,400円

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

21 まちづくり課 イメージキャラクター運用業務委託 H28.5.19～Ｈ29.3.31 ㈱コーラス 那須烏山市旭1-11-6

アクター及び介添人　20,000円／人
那須烏山市内にかかる移動経費　30,000円

／回
栃木県内にかかる移動経費　40,000円／回

（いずれも税抜き）

那須烏山市内に事業所があり、イメージキャラクターの運用
に関して実績のある会社からの見積合わせにより選定し
た。

6号

22 まちづくり課 ローカルベンチャー育成事業人材育成業務 H28.6.1～H29.3.31 (特非)とちぎユースサポーターズネットワーク
宇都宮市宮園町8-2
松島ビル2F

1,500,000
金額以外の実績、専門性、技術力、企画力、創造性を勘案
し総合的な見地から事業者を決定した。

2号

23 まちづくり課 市営バス（烏山高部線）購入 Ｈ28.12.22限り ㈲藤田自動車整備工場 那須烏山市藤田751-2 8,045,000

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バス取扱実績または整
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

24 まちづくり課 まちづくり課公用車（地域おこし協力隊事業用車両）リース H28.9.28～Ｈ33.9.27 ㈱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

軽乗用車：1,127,520（月額18,792円）
軽商用ﾊﾞﾝ：1,205,280（月額20,088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

25 総務課 人事給与システム保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱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

2,446,848
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

26 総務課
TASKクラウド選挙システム（基本・期日前投票管理）
に係るソフトウェアレンタル

H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 848,880

選挙管理システムは、その運用上、住民基本台帳データを
基本として取り扱うことが必要不可欠となることから。当該
データの安全性及び利便性を最優先として考慮すると、基
幹系システムの受託業者である当該業者のシステムを利用
することが円滑かつ効率的であると判断したため。

2号

27 総務課 旧向田小、興野小及び七合中学校警備委託 H28.4.1～H29.3.31 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 1,178,064
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

28 総務課 烏山及び南那須庁舎警備委託 H28.4.1～H29.3.31 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 1,202,544
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

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

29 総務課 南那須庁舎建築物環境衛生管理業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱那須環境技術センター 那須塩原市青木22-152 777,600
昨年度より当該業者を、南那須庁舎の建築物環境衛生管
理技術者として選任しており、請負状況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

30 総務課 南那須庁舎電話交換設備保守点検業務委託 H28.4.1～H29.3.31 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

31 総務課 南那須庁舎空調設備保守点検業務委託 H28.4.1～H29.3.31 岩原産業㈱ 宇都宮市平出工業団地6-12 1,535,760
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

32 総務課 浄化槽清掃業務委託(烏山A地区) H28.4.1～H29.3.31 ㈲近代浄化槽管理センター 那須烏山市谷浅見1010 2,033,660

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

33 総務課 浄化槽清掃業務委託(烏山B地区) H28.4.1～H29.3.31 ㈲烏山衛生センター 那須烏山市谷浅見1119-4 2,041,652

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

34 総務課 浄化槽清掃業務委託(南那須地区) H28.4.1～H29.3.31 ㈲那須環境浄化センター 那須烏山市田野倉735-3 2,230,980

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

35 総務課
那須烏山市事業系一般廃棄物（燃やすごみを除く）収集運搬業務
委託

H28.4.1～H29.3.31 (社福)みつわ会 那須烏山市月次605
毎月の収取予定数量(2,000kg)に対し

1kgあたり 75円（税込）

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

36 総務課 那須烏山市　Ｊ-ＡＬＥＲＴ自動起動装置保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 東日本電信電話㈱　栃木支店 宇都宮市東宿郷4-3-27 1,058,400
当該システムの構築業者であり、システム構成及び機器に
ついて熟知しているので、障害発生時にも速やかな対応が
可能であるため。

2号

37 総務課 防災行政無線局（固定系）設備保守点検業務委託 H28.4.1～H33.3.31 ㈱有電社 東京支店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8
(当初)9,882,000

（変更）9,955,200

当該設備完成時からの保守業者であり、システム構成及び
機器について熟知しているので、障害発生時にも速やかな
対応が可能であるため。（消費税率改定に伴う契約額の変
更）

2号

38 総務課 那須烏山市提供防災ミニ番組放送事業業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱エフエム栃木 宇都宮市中央1-2-1 1,944,000
栃木県内におけるFM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

39 総務課 那須烏山市緊急告知FMラジオシステム事業業務委託
H28.4.1～H29.3.31
(システム運用)

㈱エフエム栃木 宇都宮市中央1-2-1 6,480,000
FM放送の周波数帯を活用した災害発生時の緊急放送等
の情報配信システムを構築するに当たり、栃木県内で請負
可能な業者が当該業者のみであるため。

2号

40 総務課 公用車（旧市営バス-滝見谷循環線）売払い H28.5.23限り ㈲ジェイ商会 那須烏山市中央1-13-17 665,000 見積合わせによる公売としたため。 6号

41 総務課 公用車（旧市営バス-国見わらび荘線）売払い H28.5.23限り ㈲ジェイ商会 那須烏山市中央1-13-17 815,000 見積合わせによる公売としたため。 6号

42 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 H28.6.13～H28.7.15 栃木県那須南部建設業協同組合 那須烏山市金井2-20-20 979,560
選挙ポスター掲示板の設置については、設置期間中の適
切な維持管理が求められることから、地理的状況を熟知し
ている当該業者を選定した。

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28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

43 総務課 庁舎整備計画策定支援業務委託 H28.6.27～H28.12.28 (公財)とちぎ建設技術センター 宇都宮市竹林町1030-2 3,434,400
栃木県有施設の活用についても視野に入れ、調査をする
必要があることから、当該業者を選定した。

2号

44 総務課 投票用紙読取分類機増設スタッカー購入 H28.6.30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
当該物品は、平成26年12月の衆院選時に当該業者より購
入した物品の増設機器であり、当該業者でなければ納入す
ることができないため。

2号

45 総務課 すくすく保育園防犯カメラレンタル Ｈ28.7.1～Ｈ33.6.30 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14
1,814,400

（月額30,240円）

平成２７年度中に、小中学校の防犯カメラ設置を完了したと
ころ、未整備であった当該施設についても、緊急的に防犯
カメラを設置し防犯対策を講じる必要が生じた。当該施設
は、公民館及び体育館を含む複合施設であることから、警
備業務と連携した設置運営管理が適しているため、機械警
備業務を委託している下記業者に発注することで、適切な
場所への設置が可能となり、また工期の短縮が図られるた
め、契約相手方として選定した。

5号

46 総務課 七合保育園防犯カメラレンタル Ｈ28.7.1～Ｈ33.6.30 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14
1,620,000

（月額27,000円）

平成２７年度中に、小中学校の防犯カメラ設置を完了したと
ころ、未整備であった当該施設についても、緊急的に防犯
カメラを設置し防犯対策を講じる必要が生じた。設置にあ
たっては、警備業務と連携した設置運営管理が適している
ため、機械警備業務を委託している下記業者に発注するこ
とで、適切な場所への設置が可能となり、また工期の短縮
が図られるため、契約相手方として選定した。

5号

47 総務課 参議院議員通常選挙開票所冷房設備賃貸借 H28.7.7～H28.7.11 ㈱レンタルのニッケン　那須営業所 那須塩原市島方15-12 594,000 梅雨時期の湿気対策のため急遽必要となったため。 5号

48 総務課 広島平和記念式典派遣事業業務委託 H28.8.5～H28.8.7 東武トップツアーズ㈱　宇都宮支店 宇都宮市馬場通り2-3-6 1,596,666
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

49 総務課 すくすく保育園・烏山南公民館EV充電器整備事業工事 H28.9.16～H28.11.30 KCCSモバイルエンジニアリング㈱
東京都港区三田3-13-16
三田43MTビル

4,931,559

(一社)次世代自動車振興センターによる次世代自動車充
電インフラ整備促進事業費補助金の申請代行も含めた対
応が可能であり、同種の工事実績が全国で1600基以上ある
ことから、契約相手として最適であると判断した。

2号

50 総務課 栃木県知事選挙ポスター掲示場設置業務委託 H28.10.18～H28.11.25 ㈲柳田建設 那須烏山市中央3-2-32 900,000

契約予定業者との請負金額の交渉が成立せず、日程が差
し迫った状況であったことから、過去に当該業務の請負実
績がある業者の中で、即時の対応が可能であった当該業
者を選定した。

5号

51 総務課 投票用紙読取分類機「天地表裏反転ユニット」賃貸借 H28.11.14～H28.11.21 ㈱ムサシ　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 540,000
現在保有する当該業者製の機器に接続して使用する機器
であり、当該業者でなければ借り入れることができないた
め。

2号

52 総務課 開票システム賃貸借 H28.11.14～H28.11.21 ㈱ムサシ　北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 540,000 当該業者でなければ借り入れることができないため。 2号

53 総務課
平成28年度地域防災力強化推進事業
（自主防災強化推進事業）

H28.12.26～H29.2.20 ㈱アラマン 那須烏山市中央2-1-25 1,059,113
品目毎の最低価格を採用する形で見積合わせを行い、業
者を選定した。（当該業者のみ契約金額が80万円を超える
ため公表対象となる）

6号

54 総務課 AEDレンタル（計38台） H29.1.1～H33.12.31 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14
9,110,880

（月額151848円）

耐用年数を満了するAEDに係り、更新にあたってはレンタ
ル方式を採用することとし、また収納スタンドを再利用する
ため、企画寸法の関係上、以前と同機種を採用し、トータル
コストの削減に努めるため、前回設置した当該業者を選定
した。

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28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

55 総務課 こども館、にこにこ保育園及びつくし幼稚園防犯カメラレンタル Ｈ29.1.1～Ｈ33.12.31 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14
4,860,000

（月額81,000円）

現在他施設において同システムのレンタル契約中の当該
業者へ追加発注することで、機器管理の共通化が図れると
共に、機器障害発生時に当該業者の警備ネットワーク体制
により、迅速な保守対応が見込めるため。

6号

56 総務課 平成28年度職員健康診断業務委託 H29.1.1～H29.3.31 (公財)栃木県保健衛生事業団 宇都宮市駒生町3337-1

※検査項目による単価契約
（一般検診）職員（共済）5,400

臨時（政管）7,038
臨時（一般）5,400

（成人及び婦人検診）職員（共済）　　   0
臨時（政管）14,964
臨時（一般）21,120

職員健康診断については、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」により見積もりを徴した結果、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

57 総務課 落合地区サイレン吹鳴設備移設更新工事 H29.2.28～H29.3.24 ㈱那須電気 那須烏山市旭2-11-13 1,379,160
専門性を有する工事であるため、本市のサイレン吹鳴設備
の改修工事の施工実績がある当該業者を選定した。

6号

58 総務課 電気の需給(保健福祉センターほか2施設） 需給開始後１年間 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】
660.00円/ｋW（保健福祉センター）

670.00円/ｋW（にこに保育園）
690.00円/ｋW（南那須図書館）

【従量料金】
東京電力と同じ

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

59 総務課 電気の需給(低圧電力施設）
需給開始後１年間
（自動更新）

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】
従量電灯B 280.8円 ／ 10A
従量電灯C 280.8円／ kVA
低圧電力 936.36円 ／  ｋW

【従量料金】
従量電灯B及びC

 （１段階）東京電力と同じ
（２段階）22.63円 ／kWh
（３段階）23.24円 ／ｋWh

 
低圧電力

夏季16.97円、その他季15.42円

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

60 税務課 電算システム保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 10,748,160
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

61 税務課 平成28年度課税業務等の処理業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758
30,712,000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

62 税務課 課税基本図経年修正及び画地異動調査業務委託 H28.4.1～H29.3.31 アクリーグ㈱ 小山市外城81-9 3,553,200
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

63 税務課
平成30年度固定資産税（土地）評価替えにおいて活用する標準宅
地の不動産鑑定業務委託

H28.8.29～H29.3.10 (公社)不動産鑑定士協会 宇都宮市東宿郷4-2-20 15,513,120
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

64 税務課 課税資料イメージ管理システム導入 H28.11.21～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,254,960
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

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28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

65 市民課 TASKクラウド基盤レンタル H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 5,832,000
既存基幹系システム用クラウドサーバーを継続的に利用す
るに当たり、導入時の業者である当該業者以外から専用ク
ラウドサーバーの利用は不可能であるため。

2号

66 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 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 5,067,360
既存基幹系システム用ソフトウェアを継続的に利用するに
当たり、導入時の業者である当該業者以外から専用ソフト
ウェアを利用するのは不可能であるため。

2号

67 市民課 MICJET戸籍システムソフトウェアレンタル H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 3,240,000
既存戸籍システム用ソフトウェアを継続的に利用するに当
たり、導入時の業者である当該業者以外から専用ソフトウェ
アを利用するのは不可能であるため。

2号

68 市民課 TASKクラウドライセンス保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 622,080
本システムの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

69 市民課 基幹系サーバーハードウェア保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 955,800
本システムの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

70 市民課 基幹系周辺機器ハードウェア保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 2,750,496
本システムの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 戸籍ミドルウェア保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 600,048
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

72 市民課 後期高齢者医療システム保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱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

73 市民課
平成28年度情報セキュリティ強化対策事業
二要素認証備品購入及び設定業務委託

Ｈ28.8.18～Ｈ29.2.28 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758
（備品購入）1,787,292
（業務委託）1,257,120

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
平成28年度社会保障・税番号システム整備事業に伴う
システム開発業務委託

Ｈ28.11.15～Ｈ29.3.22 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 3,607,200
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
平成28年度社会保障・税番号システム整備事業に伴う
システム開発業務（総合運用テスト　総務省）

Ｈ28.11.15～Ｈ29.3.22 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,490,400
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 健康福祉課 平成28年度住民健康診査業務委託 H28.4.1～H29.3.31 (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）
9,107,640

（後期高齢者検診事業費予算-市民課）
2,106,000

（がん検診等事業費予算-健康福祉課）
23,934,000

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

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28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

77 健康福祉課
TASKクラウドサービス利用
（TASKクラウド健康管理システム／TASKクラウド特定健診システム）

H28.4.1～H29.3.31 ㈱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

78 健康福祉課 保健福祉センター日常清掃関係業務委託 H28.4.1～H29.3.31 (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 2,002,688

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

79 健康福祉課 緊急通報装置貸与事業業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ALSOK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

1,591,488

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

80 健康福祉課 外出支援サービス事業業務委託 H28.4.1～H29.3.31 (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

81 健康福祉課 配食サービス事業業務委託 H28.4.1～H29.3.31
(社福)正州会
(社福)博友会

那須烏山市三箇183-1
茨城県常陸大宮市野口平146-1

1食あたり400円

委託業者を公募したところ、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、各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

82 健康福祉課 那須烏山市指定介護予防支援事業 H28.4.1～H29.3.31

(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
(社福)慈愛会
㈱TLC
那須南農業協同組合
(社福)美光会
(社福)博友会
㈱むつみコーポレーション
㈲リビータス
(社福)晃丘会
㈱ストリーム
㈱悠愛

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
那須烏山市滝田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
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
宇都宮市竹下町435-9
佐野市堀米町617-6
那須烏山市南1-1-48

4,300円×160件×13月

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

83 健康福祉課 向田ふれあいの里管理運営委託 H28.4.1～H29.3.31 向田ふれあいの里管理運営委員会 那須烏山市向田2187 2,134,000
介護予防を目的とした「ふれあいの里事業」を実施する各
地域において、管理運営委員会を設置し、事業を推進して
いるため、当該団体を委託先として決定した。

2号

84 健康福祉課 大木須ふれあいの里管理運営委託 H28.4.1～H29.3.31 大木須ふれあいの里管理運営委員会 那須烏山市大木須1768 531,000
介護予防を目的とした「ふれあいの里事業」を実施する各
地域において、管理運営委員会を設置し、事業を推進して
いるため、当該団体を委託先として決定した。

2号

85 健康福祉課 那須烏山市老人憩いの家管理委託 H28.4.1～H29.3.31 星　俊之 那須烏山市初音9-7 1,260,000
過去の管理実績から信頼性が高く、安定的な業務の遂行
の観点から委託先として決定した。

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28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

86 健康福祉課 健康福祉課公用車（介護認定調査員専用車両）リース H28.4.22～Ｈ33.4.21 ㈱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

1,166,400
（月額19,440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

87 健康福祉課 一般介護予防事業 H28.5.18～H29.3.31 (一財)日本健康財団 宇都宮市東今泉2-3-5 1回あたり  16,200

高齢者の運動機能向上に関する幅広い情報や知識及び
指導経験が豊富な法人に委託することで、参加者の介護
予防を図ることができるため、事業実績が良好な当該法人
を選定した。

2号

88 健康福祉課 外出支援サービス事業業務委託 H28.5.19～H29.3.31 (公財)栃木県シルバー人材センター連合会 宇都宮市駒生町3337-1 1回あたり  12,960

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

89 健康福祉課 地域包括支援センター支援システムSP一式リース H28.9.1～H33.8.31 リコーリース㈱　関東支社 宇都宮市問屋町3172-10
3,687,120

（月額61,452円）

介護システムという特殊性から、提供できる業者が限られて
おり、県内では当該業者のみが販売代理店であるため。ま
た、現在使用しているソフトを継続利用することで初期費用
を抑えるとともに、事務負担の軽減につながるメリットがある
ため契約の相手方として決定した。

2号

90 健康福祉課
那須烏山市在宅介護実態調査業務及び那須烏山市介護予防・日
常生活圏域ニーズ調査業務委託

Ｈ28.12.27～Ｈ29.3.24 ㈱ジャパンインターナショナル総合研究所
京都府京都市右京区西京極池田町
9-5
西京極駅前ビル6階

1,479,600
特殊業務につき、標準的な設計額を算出することが困難で
あることから、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

91 こども課 TASKクラウドサービス（児童手当）業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱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

92 こども課 子ども子育て支援システム保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,004,400
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

93 こども課 那須烏山市放課後児童健全育成事業運営業務委託 H28.4.1～H31.3.31 特定非営利活動法人　野うさぎくらぶ
那須烏山市金井2-5-9
ベンチャープラザ那須烏山6号室

45,100,000
那須烏山市放課後児童健全育成事業運営業務委託プロ
ポーザル審査委員会において、委託業者選定プロポーザ
ル評点基準に基づき審査会を実施し決定した。

2号

94 こども課 平成28年度園外保育用バス運行委託（つくし幼稚園分） H28.4.1～H29.3.31 ㈲大島観光バス 那須烏山市旭2-10-3 719,836

平成26年4月1日から実施されている国土交通省関東運輸
局が定めた公示運賃に基づき運行することが決められてお
り、またバス車庫から目的地に移動し戻るまでの距離が各
社ごとに算出する必要があることから、那須烏山市内のバス
会社を対象に見積合わせを実施し選定した。

6号

95 こども課 那須烏山市保育士派遣業務委託（すくすく保育園） H28.4.1～H29.3.31 ㈱アスカ
群馬県高崎市八島265
イノウエビル5階

2,052円/時間
臨時職員の募集に応募がなく、早急な保育士確保が必要
なため、入札に付する暇がなく、見積合わせにより実施した
ため。

6号

96 こども課 那須烏山市保育士派遣業務委託（にこにこ保育園） H28.4.1～H29.3.31 ㈱アスカ
群馬県高崎市八島265
イノウエビル5階

2,052円/時間
臨時職員の募集に応募がなく、早急な保育士確保が必要
なため、入札に付する暇がなく、見積合わせにより実施した
ため。

6号

97 農政課 農業行政システムソフトウェアレンタル H28.4.1～H29.3.31 ㈱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

98 農政課 平成28年度林道管理業務委託 H28.4.1～H29.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 959,475

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

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28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

99 農政課 平成28年度「自然に触れよう!!いなか川遊び」業務委託 Ｈ28.7.1～Ｈ28.9.30 荒川南部土地改良区 那須烏山市東原68-5 1,400,000
組織力および経験豊富な当該団体に委託することで、当該
事業の実施を円滑に推進することができるため選定した。

2号

100 農政課
平成28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

H28.8.8～H29.2.20 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 4,000,000

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

101 農政課
平成28年度明るく安全な里山林整備事業
（小倉体験村）業務委託

H28.8.8～H29.2.20 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 3,140,000

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

102 農政課
平成28年度明るく安全な里山林整備事業
曲田Ⅱ地区業務委託

H29.1.27～H29.3.21 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 840,000

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
平成28年度明るく安全な里山林整備事業
大里地区業務委託

H29.1.27～H29.3.21 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 1,310,000

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

104 農政課
平成28年度明るく安全な里山林整備事業
福岡・田野倉地区業務委託

H29.2.24～H29.3.24 那須南森林組合 那須郡那珂川町馬頭2106-1 1,474,000

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 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 H28.4.1～H29.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 743,505

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

106 商工観光課 一般観光施設内トイレ清掃及び管理業務委託 H28.4.1～H29.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 523,380

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

107 商工観光課 龍門の滝周辺施設内清掃及びトイレ清掃業務委託 H28.4.1～H29.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 538,428

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

108 商工観光課 一般観光施設内芝管理業務委託 H28.5.13～H28.11.30 ㈲山﨑園芸 那須烏山市滝田840 879,120
参加資格要件を那須烏山市内の園芸業者とし、見積合わ
せにより実施したため。

6号

109 商工観光課 那須烏山市観光パンフレットるるぶ作成業務委託 H28.9.15～Ｈ29.1.31 ㈱JTB関東 　法人営業宇都宮支店 宇都宮市池上町4-1 3,196,800
観光パンフレットの増刷に際し、原本作成した当該業者以
外が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28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

110 商工観光課 山あげ会館改修工事監理業務委託 H28.8.19～H28.11.10 ㈱都市環境建築設計所 宇都宮市一条1-2-16 1,350,000
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。

2号

111 商工観光課 地域消費動向調査業務委託 H29.2.1～H29.3.24 ㈱東京商工リサーチ 宇都宮支店
宇都宮市大通り2-1-5
明治安田生命宇都宮大通りビル

987,668
同様の業務実績を有し、専門性及び技術力に精通した業
者を条件に見積合わせを行い契約業者を選定した。

6号

112 商工観光課 DC城下町散策ガイドブック制作業務委託 H29.3.28～H29.10.31 ㈱JTB関東 法人営業宇都宮支店 宇都宮市池上町4-1 1,350,000
観光パンフレット作成実績がある業者を選定し、見積もり合
わせを実施し、契約業者を決定した。

6号

113 環境課 市役所事業系ごみ収集運搬業務委託（烏山地区） H28.4.1～H29.3.31 ㈱アド・ワークス 那須烏山市中央1-11-17 2,894,446
家庭系ごみの収集運搬ルートと重なるため、当該契約業者
であった㈱滝田産業に見積依頼したところ、都合により辞退
したため、請負可能であった当該業者を選定した。

6号

114 環境課 市役所事業系ごみ収集運搬業務委託（南那須地区） H28.4.1～H29.3.31 ㈲南那須サービス 那須烏山市八ヶ代522-3 2,471,688
家庭系ごみの収集運搬ルートと重なるため、当該契約業者
を選定した。

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 H28.4.1～H29.3.31 (公財)とちぎ建設技術センター 宇都宮市竹林1030-2 1,311,724

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 図面複写機リース H28.4.1～H33.3.31 日立キャピタル㈱
東京都港区新橋1-3-1
西新橋スクエア

4,348,080
（月額72,468円）

経年劣化に伴う既存機器の更改を行うに当たり、既存のイ
ンク及びマスター等の消耗品の互換性が確保され、在庫品
を継続使用できることが、費用の面で無駄が発生しない。
よって、既存機器の後継品を選定することとしたため。

6号

117 都市建設課 設計業務委託（中心市街地整備事業費） H28.7.29限り ㈱工藤設計 宇都宮市鶴田町578-6 2,235,600
JR東日本㈱との計画協議の過程において、追加資料作成
が緊急に必要となり、競争入札に付す暇がないことから、緊
急的に設計業務が請負可能な当該業者を選定した。

5号

118 都市建設課 道路施設点検診断監理業務委託 H29.3.10限り (公財)とちぎ建設技術センター 宇都宮市竹林町1030-2 19,969,200

本業務は豊富な経験、専門知識を有し、かつ現場状況を
熟知していることが必要不可欠な業務であり、当該業者は
栃木県の調査基準や要領等で定めた細部運用にも精通し
ている上、現場も熟知していることから、契約相手として最
適であると判断した。

2号

119 都市建設課 地籍調査事業（曲田Ⅲ）に係る地籍図補正業務 H28.10.17～H28.11.15 ㈱ニッコー 宇都宮市宮園町8-11 1,220,400
当該年度の調査地区を受託している当該業者が一連の成
果品（一筆地測量成果簿・地籍測定成果簿）を保有してお
り、スムーズに地籍図の補正が可能なため選定した。

2号

120 都市建設課 道路台帳補正業務委託 H29.3.24限り 国際航業㈱　宇都宮営業所
宇都宮市小幡1-1-21
オノゼビル

3,888,000
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

121 上下水道課 上水道施設管理業務委託 H28.4.1～H29.3.31 (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 2,453,925

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

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28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

122 上下水道課 簡易水道施設管理業務委託 H28.4.1～H29.3.31 (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

123 上下水道課 上水道水質検査業務委託 H28.4.1～H29.3.31 平成理研㈱ 宇都宮市石井町2856-3 1件当たり　224,316

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

124 上下水道課 簡易水道水質検査業務委託 H28.4.1～H29.3.31 平成理研㈱ 宇都宮市石井町2856-3 1件当たり　188,676

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

125 上下水道課 平成28年度量水器修繕単価 H28.4.1～H29.3.31

φ13、20、30、40、50、75…
愛知時計電機㈱　大宮営業所

φ25…東洋計器㈱　栃木営業所

埼玉県さいたま市大宮区大成町1-
101
埼玉県さいたま市北区宮原町4-2-
20

φ13㎜　1,566
φ20㎜　2,052
φ25㎜　2,808
φ30㎜　7,992
φ40㎜　8,424

 φ50㎜　42,012
φ75㎜　55,080

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

126 上下水道課 平成28年度量水器新規購入単価 H28.4.1～H29.3.31 φ13、φ20…愛知時計電機㈱　大宮営業所
埼玉県さいたま市大宮区大成町1-
101

φ13㎜　2,106
φ20㎜　2,916

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

127 上下水道課 公共下水道脱水汚泥収集運搬業務委託 H28.4.1～H29.3.31 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

128 上下水道課 公共下水道脱水汚泥収集運搬業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱栃木コンポスト 矢板市安沢2234
21,600/t

2,484,000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

129 上下水道課 公共下水道脱水汚泥処理業務委託 H28.4.1～H29.3.31 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

130 上下水道課 上下水道課公用車（簡易水道事業用軽トラック）リース Ｈ28.4.20～Ｈ33.4.19 ㈱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
1,108,080

（月額18,468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

131 上下水道課 南那須水処理センター汚泥貯留槽攪拌機修繕 H28.5.16～H28.7.29 水ｉｎｇ㈱　北関東支店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-
252
ユニオンビル

1,512,000
施設管理受託者に修繕させることにより、履行期間の短縮
及び経費の節減が図れ、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。

6号

132 上下水道課 平野浄水場記録計修繕 H28.5.26～H28.9.2 藤井産業㈱ 宇都宮市平出工業団地41-3 1,360,800

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

133 上下水道課 小白井浄水場電気計装設備点検業務委託 H28.10.26～H29.1.23 明協電機㈱ 北関東営業所 小山市城北2-3-10 2,300,400
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



平成28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

134 上下水道課 大金台浄水場電気計装設備点検業務委託 H28.10.26～H29.1.23 明協電機㈱ 北関東営業所 小山市城北2-3-10 1,317,600
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

135 上下水道課 向田簡易水道電気計装設備点検業務委託 H28.10.28～H29.1.27 藤井産業㈱ 宇都宮市平出工業団地41-3 1,728,000
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

136 上下水道課 城東浄水場送水ポンプ点検業務委託 H28.11.7～H29.1.6 荏原商事㈱　栃木営業所 宇都宮市大通り4-1-2 513,000
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

137 上下水道課 小河原地内配水管布設工事 H28.11.17～H29.1.31 ㈱岡工務店 那須烏山市大金184 1,620,000
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

138 上下水道課 公共下水道台帳作成業務委託 H28.12.14～H29.3.24 パスキン工業㈱ 宇都宮市野沢町640-4 1,339,200
既存台帳作成業者以外への発注では、整合性に著しく支
障をきたす恐れがあるため。

2号

139 議会事務局 平成28年度会議録作成業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱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
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

140 学校教育課 学校教育ネットワーク保守業務委託 H28.4.1～H29.3.31 日興通信㈱　宇都宮支店 宇都宮市大通り1-4-22 3,168,720
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

141 学校教育課 学校情報化サポート業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱スキット 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

142 学校教育課 児童見守りシステム　きずな運営センター業務委託 H28.4.1～H29.3.31 (一社)情報の森 宇都宮市江野町6-15大立ビル402 1,555,200
｢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、当該法人
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

143 学校教育課 児童見守りシステムIDCサービス利用 H28.4.1～H29.3.31 (一社)情報の森 宇都宮市江野町6-15大立ビル402 648,000
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
法人との契約が最適であると判断したため。

2号

144 学校教育課 烏山中学校スクールバス運転業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱エル交通 那須烏山市南大和久1096-2 2,376,000

市営バス縮小に伴い、新たに運行する新規路線であるが、
これまで運行していた市営バスルートと同区間であることか
ら、従前の契約業者が地理的特徴を把握しておりメリットが
高いため、契約相手方として選定した。

6号

145 学校教育課 七合小学校スクールバス（新規ワゴン車）運転業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈲大島観光バス 那須烏山市旭2-10-3 2,160,000
現在の運行ルートにおいて、バス乗車定員増により新たに
ワゴン車を1台配置することとなったため、当該ルートの契約
業者から見積もりを徴し選定した。

6号

146 学校教育課 江川小学校スクールバス運転業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱エル交通 那須烏山市南大和久1096-2 1,400円／1時間

スクールバス運転業務という性質上、通学路となる道路や
地理的特徴を把握している業者に委託する必要があるた
め、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

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 H28.4.1～H31.3.31 ㈱ジョイトーク さくら市氏家2371-12 77,565,600
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

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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148 学校教育課 ハイパーQU検査・分析・処理 H28.4.1～H29.3.31 ㈱さとう 那須烏山市中央2-12-13 440円／人
当該業務に長年関わり、業務内容に精通している当該業者
に依頼することが最適であると判断したため。

2号

149 学校教育課 小・中学校新体力テスト分析・処理 H28.4.1～H28.9.30 ㈲礒商会 さくら市喜連川3886 230円／人
当該業務に長年関わり、業務内容に精通している当該業者
に依頼することが最適であると判断したため。

2号

150 学校教育課 中学校教材備品購入（烏山中学校） H28.4.8限り ㈲関薬局 那須烏山市中央2-12-25 881,538

当該教材については、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

151 学校教育課 教師用指導書等購入（烏山中学校） H28.4.8限り ㈲関薬局 那須烏山市中央2-12-25 1,521,896

当該書籍については、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

152 学校教育課 教師用指導書等購入（南那須中学校） H28.4.8限り ㈲越雲書店 那須烏山市中央1-14-15 1,368,198

当該書籍については、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

153 学校教育課 烏山中学校公用車（軽トラック）購入 H28.5.31限り ㈲藤忠自動車整備工場 那須烏山市向田336 1,166,000

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、烏山中学校近接で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

154 学校教育課 南那須中学校公用車（軽トラック）購入 H28.5.31限り 相吉沢重機㈱ 那須烏山市三箇46 939,647

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、南那須中学校近接で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

155 学校教育課 南那須中学校体育館改修工事監理業務委託 H28.6.6～H28.9.30 ㈱渡辺有規建築企画事務所 宇都宮市中今泉3-7-15 1,479,600
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

156 学校教育課 教師用指導書等購入（江川、荒川、烏山及び七合小学校） H28.8.31限り ㈲越雲書店 那須烏山市中央1-14-15 1,326,276

当該書籍については、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

157 学校教育課 理科教育設備購入 H28.12.20限り ㈱渡邉精華堂 大田原市下石上1780-36 1,564,380
備品により取り扱い業者が限定されてしまうため見積もり合
わせにより実施した。

6号

158 学校教育課
小中学校学力調査・分析・処理
（市内各小中学校（但し、中学3年生を除く））

Ｈ28.12.1～Ｈ29.3.30 東京書籍㈱  関東第二支社 東京都北区堀船2-17-1 360円／人
当該業務については、前年度結果等との比較検討が必要
なため、内容等業務に精通している当該業者に依頼するこ
とが望ましいと判断したため。

2号

159 学校教育課 那須烏山市学校給食センター排水処理汚泥処分業務委託 H28.12.6～H29.3.31 東武商事㈱  那須支店 那須塩原市北赤田1575-8 20円／kgあたり
産業廃棄物の処分につき、県知事の許可が必要な特殊業
務であり、受託業者が限られるため。

2号

160 学校教育課
那須烏山市学校給食センター給排気及び空調機保守点検業務委
託

H28.12.14～H29.1.31 岩原産業㈱ 宇都宮市平出工業団地6-12 1,404,000
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

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28年度那須烏山市随意契約結果一覧表（Ｈ29.3.31現在）

氏名 住所

161 学校教育課 車椅子用階段昇降機（スカラモービル）購入 H29.3.31限り 旭機工㈱ 東京都豊島区東池袋1-33-8 1,697,760
機器の特殊性により契約の相手方が特定され、他社と競争
させることができないため。

2号

162 生涯学習課 TASKクラウド公共施設案内・予約システム利用 H28.4.1～H29.3.31 ㈱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

163 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 H28.4.1～H29.3.31 なすから教育支援ネットワーク 那須烏山市熊田780-1 1,231,630
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

164 生涯学習課 那須烏山市グローバル人材育成事業　外国語指導員業務委託 H28.4.1～H29.3.31 ㈱ジョイトーク さくら市氏家2371-12 月額365,040
当該事業は前年度に引き続き、国の地方創生交付金を活
用して実施するものであることから、継続的な事業継続が必
要となるため、当該業者を継続採用とした。

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）


