
令和３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 栃木県情報セキュリティクラウドの利用 R3.4.1～R4.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 864,013
当該システムは、栃木県と当該業者により保守契約が締結さ
れており、県内市町は当該業者に利用料を払うこととされて
いるため。

2号

2 総合政策課 統合型Gisシステム利用 R3.4.1～R4.3.31 ㈱パスコ 栃木支店 宇都宮市中央1-1-1 594,000 当該プログラムの開発元であり、他にないため。 2号

3 総合政策課 データ放送業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱とちぎテレビ 宇都宮市昭和2-2-2 528,000
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

4 総合政策課 広報お知らせ版新聞折込業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱栃木オリコミ・センター 宇都宮市平出町3734-4 単価8.8円（税抜）
4月1日号を各新聞配達先へ折り込むにあたって履行期間を
十分に確保できないおそれがあるため。

6号

5 総合政策課 広報お知らせ版印刷製本業務委託 R3.4.1～R4.3.31 株アド・ワークス 那須烏山市中央1-11-17 単価1.35円（税抜）
競争入札に付したが当該業者のみの応札となり不調となっ
たことから、入札の意思を示した当該業者から見積を徴し、
その結果、入札時の予定価格以下であったため採用した。

8号

6 総合政策課 広報なすからすやま印刷製本業務委託 R3.4.1～R4.3.31 株アド・ワークス 那須烏山市中央1-11-17 単価1.1円（税抜）
競争入札に付したが当該業者のみの応札となり不調となっ
たことから、入札の意思を示した当該業者から見積を徴し、
その結果、入札時の予定価格以下であったため採用した。

8号

7 総合政策課 ホームページ保守管理業務委託 R3.4.1～R8.3.31 ㈱情報技術 茨城県つくば市花畑3-32-10 7,326,000
当該業者は、当該ホームページの作成業者であり、他社が
当該業務を請負することが困難であるため。

2号

8 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 R3.4.1～R4.3.31 (一社)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800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

9 総合政策課 公共施設等総合管理計画（改訂版）策定支援業務委託 R3.6.15～R4.3.18 ㈱パスコ 栃木支店 宇都宮市中央1-1-1 5,500,000
現計画の改訂作業につき、当該計画策定業務を請負した当
該業者を選定した。、

2号

10 総合政策課 無線LAN機器一式購入 R3.10.15限り 富士通JAPAN㈱ 栃木支社 宇都宮市東宿郷4-2-24 887,700
高セキュリティに対応した業務用製品の購入にあたり、販売
店が限られ、納入後のサポート体制を期待するため、見積合
わせとした。

2号

11 総合政策課 庁内ネットワーク整備等に係る業務委託 R3.10.1～R4.3.18 富士通JAPAN㈱ 栃木支社 宇都宮市東宿郷4-2-24 14,555,200
現在の庁内ネットワーク保守業者に委託することで、適正か
つ確実な履行が確保出来るため。

2号

12 総合政策課 汎用端末（LGWAN接続系）設定業務委託 R4.1.19～R4.3.18 富士通JAPAN㈱ 栃木支社 宇都宮市東宿郷4-2-24 2,470,600
現在の庁内ネットワーク保守業者に委託することで、適正か
つ確実な履行が確保出来るため。

2号

13 総合政策課 保健福祉センター改修に伴うネットワーク整備業務委託 R4.1.20～R4.3.18 富士通JAPAN㈱ 栃木支社 宇都宮市東宿郷4-2-24 1,122,200
現在の庁内ネットワーク保守業者に委託することで、適正か
つ確実な履行が確保出来るため。

2号

14 まちづくり課 「デマンド交通部門」コールセンター運営業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱きずなサービスセンター 那須烏山市金井2-2-11 12,909,600
当該業者は、予約システムの開発業者であり、他社が当該
契約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

15 まちづくり課 デマンド交通運行業務委託（烏山A地区） R3.4.1～R4.3.31 ㈱烏山観光タクシー 那須烏山市中央1-10-9
稼働車両1台につき  2,546円

非稼働車両1台につき　2,444円
（追加車両については1台につき　2,546円）

地域公共交通会議において承認された「生活交通確保維持
改善計画」の運行予定者として承認されたため。

2号

16 まちづくり課 デマンド交通運行業務委託（烏山B地区） R3.4.1～R4.3.31 烏山合同タクシー㈱ 那須烏山市金井2-20-11
稼働車両1台につき  2,546円

非稼働車両1台につき　2,444円
（追加車両については1台につき　2,546円）

地域公共交通会議において承認された「生活交通確保維持
改善計画」の運行予定者として承認されたため。

2号

17 まちづくり課 デマンド交通運行業務委託（南那須地区） R3.4.1～R4.3.31 烏山合同タクシー㈱ 那須烏山市金井2-20-11
稼働車両1台につき  2,546円

非稼働車両1台につき　2,444円
（追加車両については1台につき　2,546円）

地域公共交通会議において承認された「生活交通確保維持
改善計画」の運行予定者として承認されたため。

2号

18 まちづくり課 那須烏山市指定可燃用ごみ袋購入 R4.3.31限り ㈱まつや薬局 大田原市城山1-5-31
中袋　4.4円（税抜）
大袋　5.6円（税抜）

製造、保管及び納品を一括して行うことから、入札が不調と
なる恐れがあるため、仕様書に基づく見積もり合わせにより
当該業者を選定した。

2号

19 まちづくり課 軽商用バン賃貸借 R3.10.18～R8.10.17 ㈱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

1,313,400
（月額21,890円）

競争入札に付したが当該業者のみの応札となり不調となっ
たことから、入札の意思を示した当該業者から見積を徴し、
その結果、入札時の予定価格以下であったため採用した。

8号

20 まちづくり課 軽商用バン（デッキタイプ）賃貸借 R4.3.3～R9.3.2 ㈱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

1,419,000
（月額23,650円）

競争入札に付したが当該業者のみの応札となり不調となっ
たことから、入札の意思を示した当該業者から見積を徴し、
その結果、入札時の予定価格以下であったため採用した。

8号

21 総務課 令和3年度那須烏山市職員こころの健康づくり事業業務委託 R3.4.1～R4.3.31 藤井純子オフィス 宇都宮市インターパーク2-7-12
1,486,100

※項目ごとの単価契約となる。
前年度に引き続きケア対応を実施するため、継続採用した。 6号

22 総務課 電子入札コアシステム賃貸者 R3.4.1～R4.3.31 (一財)日本建設情報総合センター 東京都港区赤坂5-2-20 479,160 当該プログラムの開発元であり、他にないため。 2号

23 総務課 庁用コピー用紙の購入（単価契約） R4.3.31限り ㈱さとう 那須烏山市中央2-3-13 2,035円／箱
競争入札に付したが当該業者のみの応札となり不調となっ
たことから、入札の意思を示した当該業者から見積を徴し、
その結果、入札時の予定価格以下であったため採用した。

8号

24 総務課 旧向田小及び旧七合中学校警備委託 R3.4.1～R5.3.31 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 1,615,680
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

25 総務課 小中学校防犯カメラ賃貸借（機器更改） R3.4.1～R8.3.31 ㈱新日本通信 宇都宮市野沢町474-10 月額79,970円

現在レンタル中の防犯カメラが、稼働開始から5年を経過し、
HDDレコーダーなど記録装置の劣化が今後懸念される。現
在のレンタル業者である下記業者へ機器更改の相談をした
ところ、現在のレンタル料月額に対し、年間で200,000円軽
減した上で、機器更改が可能との試算見込が出た。配線等
は既存流用により対応が可能であり、工事期間の短縮も図
れるため、引き続き下記業者との随意契約により、レンタル
契約を更改した。

6号

26 総務課 烏山庁舎清掃業務委託 R3.4.1～R4.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 990,264

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

27 総務課 南那須庁舎花壇等清掃業務委託 R3.4.1～R4.3.31 (公社)那須烏山市シルバー人材センター 那須烏山市岩子6-1 982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

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

28 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

R3.4.1～R4.3.31 (社福)みつわ会 那須烏山市月次605 2,097,576

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

29 総務課 Ｊ-ＡＬＥＲＴ自動起動装置保守業務委託 R3.4.1～R4.3.31 東日本電信電話㈱　埼玉事業部　栃木支店 宇都宮市東宿郷4-3-27 1,606,000
当該業者は、当該システム及び構成機器を熟知しており、障
害発生時の速やかな対応が可能であるため。

2号

30 総務課 防災情報伝達システム保守業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱イートラスト 新潟県長岡市北陽1-53-54 4,730,000
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

31 総務課 防災行政無線局（固定系）設備保守点検業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱有電社 東京支店 東京都新宿区西新宿7-7-30 2,035,000
本設備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

32 総務課 職員PCR検査業務委託 R3.9.10～Ｒ4.3.31 南那須地区広域行政事務組合 那須南病院 那須烏山市中央3-2-13 1名あたり  14,970円
市内医療機関において、PCR検査が可能な病院が当該組
合のみであったため。

2号

33 税務課 課税業務システムの電算処理業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 項目ごとの単価契約
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

34 総務課 第1次災害時用備蓄品の購入 R3.10.25限り
①㈱サイボウ
②栃木県消防整備㈱

①埼玉県さいたま市見沼区卸町2-
6-15
②宇都宮市石井町1222-15

①1,591,040
②　457,600

品目ごとの最低価格を採用する方式での見積合わせにより
安価での購入が期待できるため。

6号

35 総務課 第2次災害時用備蓄品の購入 R3.10.25限り
①㈱サイボウ
②栃木県消防整備㈱

①埼玉県さいたま市見沼区卸町2-
6-15
②宇都宮市石井町1222-15

①2,112,000
②　792,000

品目ごとの最低価格を採用する方式での見積合わせにより
安価での購入が期待できるため。

6号

36 総務課 南那須庁舎執務室系統冷温水発生機経年劣化部品交換 R3.9.10～Ｒ3.11.30 岩原産業㈱ 宇都宮市平出工業団地6-12 5,203,000
現場を熟知している保守点検委託業者でないと、的確な施
工が期待出来ないため。

2号

37 総務課 ハザードマップ更新業務委託 R3.8.30～Ｒ4.3.25 ㈱ゼンリン 宇都宮営業所 宇都宮市元今泉4-12-1 7,700,000
当該業者は、栃木県内及び全国各地で請負実績を多く有し
ており、また地図製作費用が別途発生しないことから、他業
者と比較し優位性が高いと判断した。

2号

38 総務課 南那須庁舎電話交換設備賃貸借 Ｒ4.2.1～Ｒ9.1.31 ㈱JECC 東京都千代田区丸の内3-4-1 6,329,400
(月額105,490円）

既存配線を再活用し行う更新作業につき、導入時から一貫
して保守作業を請負し、現場を熟知しているメーカー保守部
門であるOKIクロステック㈱でないと、的確な施工が期待出
来ないことから、当該業者が指定した当該業者と契約した。

2号

39 総務課 衆議院議員総選挙ポスター掲示場設置業務委託 R3.10.13～Ｒ3.11.5 ㈲川又建設 那須烏山市神長1679 896,280
急遽決定した衆議院議員総選挙への対応が緊急的に必要
となることから、過日業者決定した那須烏山市長選挙ポス
ター掲示場設置等業務委託請負業者と契約した。

5号

40 総務課 職員健康診断業務委託 R3.11.15～R4.3.18 (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
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

41 総務課 保健福祉センター電気設備基本調査業務委託 R4.2.16～R4.3.25 ㈱大森一級建築士事務所 小山市若木町1-23-4 500,000
当該施設の建築設計業者であり、現在実施中の空調設備
改修工事の監理業務委託を請負していることから、発注先と
して最適であると判断した。

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
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42 総務課 ベンチャープラザ那須烏山解体設計に係る付随業務委託 R4.3.1～R4.3.25 ㈱黒子設計事務所 宇都宮市上大曽町４１４－５ 990,000
当該施設の解体設計を請負中の業者であることから、本業
務の発注先として最適であると判断した。

2号

43 総務課 定置型蓄電池購入 R4.3.31限り ㈱コジマ コジマ×ビックカメラさくら店 さくら市櫻野1609 889,020

令和４年３月１６日に福島県沖を震源とする地震が発生し、
市内において一時停電が相次いだことを受け、新型コロナワ
クチン接種をはじめとした業務継続に係る停電時の非常電
源確保を再度検討する中、年度内に当該製品の納品が可
能との回答が得られたため、緊急的に購入した。

5号

44 税務課 課税基本図更新業務委託 R3.7.1～R4.3.10 ㈱パスコ 栃木支店 宇都宮市中央1-1-1 2,750,000
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

45 市民課 在宅酸素機器リース R3.4.1～R4.3.31 帝人ヘルスケア㈱ 東京都千代田区霞が関3-2-1 508,200
当該業者は、本機器に係る使用及び保守を確実に履行す
ることが期待できる唯一の業者であると判断した。

2号

46 市民課 診療報酬明細書等二次点検業務委託 R3.4.1～R4.3.31 栃木県国民健康保険団体連合会 宇都宮市本町3-9 818,400
診療報酬明細書の一次審査を行っている当該団体に委託
することで、業務の円滑な遂行が期待できるため。 2号

47 市民課 医療事務ソフト及びハードウェア購入 R3.6.30限り 三栄メディシス㈱ 京都府京都市山科区小山鎮守町14-1 968,000
特定のソフトウェア及び対応ハードウェア購入につき、販売
元が限られるため。

2号

48 市民課 レントゲン装置CRシステム賃貸借 R3.6.1～R8.5.31 ㈱日医リース 東京都品川区西五反田1-3-8
3,900,600

（月額65,010円）
既存システムから流用可能な部分を最大限活用し経費節減
に努めるため、既存システムの取り扱い業者を選定した。

2号

49 市民課 特定保健指導個別支援業務委託 R3.6.1～R4.3.15 (公財)栃木県保健衛生事業団 宇都宮市駒生町3337-1 247,500
当該団体は、市が実施する集団健診（特定健診）の受託者
であり、その健診データを用いて本業務を履行することが最
も効果的であると判断できるため選定した。

2号

50 市民課 重複服薬者等訪問指導等支援業務委託 R3.6.1～R4.3.25 栃木県国民健康保険団体連合会 宇都宮市本町3-9 605,000

診療報酬明細の一次審査を行っている当該団体に委託す
ることで、本業務の対象者抽出において円滑な遂行が期待
できるため。 2号

51 市民課 特定健診受診率向上支援業務委託 R3.6.29～R4.3.25 ㈱キャンサースキャン 東京都品川区西五反田1-3-8 2,598,460
当該業務は、栃木県国民健康保険団体連合会と当該業者
により共同実施契約が締結されており、本市においても当該
業者と個別契約を締結する必要があるため。

2号

52 市民課 ＣＳ・統合端末（附票ＡＰ）構築作業業務委託 R3.7.12～R3.7.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 770,000
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

53 市民課 MICJET戸籍システム作業支援業務委託 R3.10.1～R3.11.30 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 2,127,400
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

54 市民課 マイナンバーカード交付予約システム導入業務委託 R3.10.20～Ｒ3.12.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,398,760
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

55 市民課 マイナンバーカード交付予約システム利用契約 Ｒ4.2.1～Ｒ6.10.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 2,178,000
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

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）



令和３年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

56 市民課 自動分割分包機購入 R4.1.31限り サンメディックス㈱ 宇都宮支店 宇都宮市細谷町388-1 545,600
機械の故障につき、早期の買替が必要となり、各社打診した
結果、納期見込みが立った当該業者を緊急採用した。

5号

57 市民課 証明書コンビニ交付システム機器賃貸借 R4.2.1～R9.1.31 みずほ東芝リース㈱
東京都港区虎ノ門1-2-6
興銀リースビル

561,000
（月額9,350円）

コンビニ交付サービス開始に必要な機器が半導体不足の影
響により調達に遅れが生じることが判明したため、基幹系シ
ステムの開発提供会社からの情報提供により納入可能と回
答があった当該業者を緊急採用した。

5号

58 健康福祉課 住民健康診査業務委託 R3.4.1～R4.3.31 (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
※予算は以下のとおり

（特定健康診査等事業費予算-市民課）
12,623,270

（後期高齢者検診事業費予算-市民課）
2,904,000

（がん検診等事業費予算-健康福祉課）
23,999,695

（WEB予約システム需用費予算-健康福祉
課）

1,911,096

過去の健康診査の履歴を保有している業者に委託すること
により、比較検討及び精密検査実施等の追跡調査等が可能
となることから、請負実績がある当該業者を選定した。

2号

59 健康福祉課 生活保護等版レセプト管理システム・クラウドサービス保守業務委託 Ｒ3.4.1～Ｒ4.3.31 北日本コンピューターサービス㈱ 秋田県秋田市南通築地15-32 528,000
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

60 健康福祉課 那須烏山市生活支援コーディネーター設置事業委託 R3.4.1～R4.3.31 (社福)那須烏山市社会福祉協議会 那須烏山市田野倉85-1 14,200,000
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ることから、契約の相
手方として最適であると判断した。

3号

61 健康福祉課 令和３年度成年後見制度法人後見支援事業委託 R3.4.1～R4.3.31 (社福)那須烏山市社会福祉協議会 那須烏山市田野倉85-1 2,600,000
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ることから、契約の相
手方として最適であると判断した。

3号

62 健康福祉課 令和３年度地域力強化推進事業委託 R3.4.1～R4.3.31 (社福)那須烏山市社会福祉協議会 那須烏山市田野倉85-1 2,900,000
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ることから、契約の相
手方として最適であると判断した。

3号

63 健康福祉課 那須烏山市在宅医療・介護推進事業委託 R3.4.1～R4.3.31 南那須医師会 那須烏山市大桶872 1,980,000

当該団体は、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

64 健康福祉課 令和３年度障害者相談支援事業委託 R3.4.1～R4.3.31 (社福)大和久福祉会 那須烏山市南大和久956-2 9,000,000
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ることから、契約の相
手方として最適であると判断した。

3号

65 健康福祉課 向田ふれあいの里管理運営委託 R3.4.1～R4.3.31 向田ふれあいの里管理運営委員会 那須烏山市向田2187 2,378,000
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

66 健康福祉課 大木須ふれあいの里管理運営委託 R3.4.1～R4.3.31 大木須ふれあいの里管理運営委員会 那須烏山市大木須1689-1 527,000
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

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



令和３年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

67 健康福祉課 緊急通報装置貸与事業業務委託 R3.4.1～R4.3.31 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 月額3,520円／台
業務内容が特殊なため入札に適さないため、見積合わせに
より業者を選定した。

2号

68 健康福祉課 保健福祉センター日常清掃関係業務委託 R3.4.1～R4.3.31 (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
日常清掃　　　 　 1時間あたり 1,065円
敷地芝生管理    1時間あたり 1,487円

駐車場環境整備 1時間あたり 60,000円

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

69 健康福祉課 那須烏山市地域包括支援センターからすやま運営業務委託 R3.4.1～R4.3.31 (社福)敬愛会 那須烏山市滝田1867-3 19,000,000

当該事業内容を熟知しており、これまで培ってきた経験と知
識を活かすことで、臨機応変な対応が可能であり、また安定
的なサービス維持を行うノウハウを持つ人材を確実に配置す
ることが出来る。また、これまでも安定的に当該業務を実施し
ており、適切な履行が保障出来ることから、引き続き採用し
た。

3号

70 健康福祉課 那須烏山市地域包括支援センターみなみなす運営業務委託 R3.4.1～R4.3.31 (社福)社会福祉協議会 那須烏山市田野倉85-1 16,500,000

当該事業内容を熟知しており、これまで培ってきた経験と知
識を活かすことで、臨機応変な対応が可能であり、また安定
的なサービス維持を行うノウハウを持つ人材を確実に配置す
ることが出来る。また、これまでも安定的に当該業務を実施し
ており、適切な履行が保障出来ることから、引き続き採用し
た。

3号

71 健康福祉課
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に伴う予診票封入業
務委託
（16歳以上65歳未満）

R3.4.1～R4.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758
【データプリントサービス一式】1件あたり 143

円
【追加者分予診票】1枚あたり 11円

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

72 健康福祉課
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に伴う電算処理業務
委託
（16歳以上65歳未満）

R3.4.1～R4.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758

【基本処理料】330,000円
【データ印字処理料金】1件あたり 165円

【追加者分接種券】1枚あたり 16.5円
【追加者分窓あき封筒】1枚あたり 19.8円

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

73 健康福祉課
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に伴う集団接種会場
設営業務委託

R3.4.1～R3.9.30
㈱小松屋商店
ダスキンレントオール宇都宮ステーション

宇都宮市砥上町472-6 2,764,445
集団接種会場の設営に際し、必要となる医療用物品及び感
染対策用物品の手配が可能な唯一の業者であったため。

2号

74 健康福祉課
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場における健康観察業務委
託

R3.5.8～R3.9.30 (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時間あたり 1,320円

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

75 健康福祉課
新型コロナウイルスワクチン集団接種会場における駐車場案内業務
委託

R3.5.8～R3.9.30 (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時間あたり 1,100円

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

76 健康福祉課 令和3年度介護保険システム改修業務委託 R3.5.19～R3.6.23 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,320,000
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

77 健康福祉課 介護認定調査員専用車両（軽乗用車）賃貸借 R3.5.21～R8.5.20 ㈱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

1,188,000
（月額19,800円）

競争入札に付したが当該業者のみの応札となり不調となっ
たことから、入札の意思を示した当該業者から見積を徴し、
その結果、入札時の予定価格以下であったため採用した。

8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）



令和３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
新型コロナウィルスワクチン接種体制確保事業に伴う集団接種会場
設営業務委託その2

R3.6.8～R3.11.30
㈱小松屋商店
ダスキンレントオール宇都宮ステーション

宇都宮市砥上町472-6 2,502,961
集団接種を引き続き同じ会場で行うこととしたため、効率性
を重視し継続採用とした。

2号

79 健康福祉課 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備に伴うオゾン発生装置購入 R3.6.30限り 川上機工㈱ 群馬県高崎市小八木町304-2 1,108,800 特定の業者でないと納入できない物品の調達となるため。 2号

80 健康福祉課 保健福祉センター改修工事監理業務委託 R3.10.15～R4.2.28 ㈱大森一級建築士事務所 小山市若木町1-23-4 1,870,000
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

81 健康福祉課 軽乗用車賃貸借 R3.11.17～R8.11.16 ㈱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

1,181,400
（月額19,690円）

競争入札に付したが当該業者のみの応札となり不調となっ
たことから、入札の意思を示した当該業者から見積を徴し、
その結果、入札時の予定価格以下であったため採用した。

8号

82 健康福祉課
新型コロナウィルスワクチン接種予約システム構築及び運用業務委
託

R3.12.1～R4.3.31 東武トップツアーズ㈱ 宇都宮支店 宇都宮市馬場通り 2-1-1 NMFビル5階 2,860,000
国の方針に基づき、追加接種（3回目接種）を進めていくた
め、既存システムを構築し、これまで安定的な運用を担って
きた当該業者を継続採用した。

2号

83 健康福祉課
新型コロナウィルスワクチン接種体制確保事業(追加接種)に伴うシス
テム改修業務委託

R3.4.1～R4.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 660,000
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

84 健康福祉課
新型コロナウィルスワクチン接種体制確保事業に伴う集団接種会場
設営業務委託その３

R3.4.1～R3.9.30
㈱小松屋商店
ダスキンレントオール宇都宮ステーション

宇都宮市砥上町472-6 2,150,108
追加接種（3回目接種）に関し、既存の集団接種会場を引き
続き使用することとしたため、既存の設営を担った当該業者
を継続採用した。

2号

85 健康福祉課 受診案内通知作成業務委託 R4.2.1～R4.3.31 (公財)栃木県保健衛生事業団 宇都宮市駒生町3337-1
1枚90円（税込）

※単価契約

住民健康診査を委託し、過去の健診結果データを保有して
いる当該法人のWEB予約システムを活用し、令和４年度の
健診受付を行うことが効率的であると判断したため。

2号

86 健康福祉課
健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業に伴うシステム
改修業務委託

R4.2.15～R4.3.25 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,870,000
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

87 健康福祉課 生活保護システム初期構築業務委託 R4.1.28～Ｒ4.3.22 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 2,365,000
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

88 健康福祉課 保健福祉センター非常用照明改修工事 R4.3.28限り 荒井工業㈱ 那須烏山市田野倉16-1 3,630,000
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

89 こども課 TASKクラウド児童扶養手当システム利用 R3.4.1～R7.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 3,168,000
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

90 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
（江川第二放課後児童クラブ）

R3.4.1～R4.3.31 （特非）野うさぎくらぶ 那須烏山市大金187-6 5,900,000
当該団体は放課後児童クラブ事業に係る公募型プロポーザ
ルにより採用された団体であり、当該業者に追加で委託する
ことで経費を節減できるため。

2号

91 こども課 すくすく保育園機械警備業務委託 R3.4.1～R5.3.31 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 871,200
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

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



令和３年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

92 こども課 にこにこ保育園機械警備業務委託 R3.4.1～R4.3.31 北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 576,180
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

93 こども課
つくし幼稚園通園バス運転業務・園外保育バス運転業務及び日常点
検業務委託

R3.4.1～R4.3.31 (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 1,680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

94 こども課 すくすく保育園調理員派遣業務委託 R3.5.1～R3.9.30 ㈱アスカ
群馬県高崎市八島265
イノウエビル5階

1,788,710
急きょ調理員の欠員が生じ、給食提供に支障をきたす恐れ
があったため、早急に調理員の派遣が可能と回答があった
当該業者と契約した。

5号

95 こども課 児童手当システム改修業務委託 R3.6.29～R3.10.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 660,000
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

96 こども課 保育施設等ＰＣＲ検査業務委託 R3.7.26～Ｒ4.3.31 南那須地区広域行政事務組合 那須南病院 那須烏山市中央3-2-13 1名あたり  14,970円

にこにこ保育園で新型コロナウイルス感染症の陽性者が確
認されたことにより、急遽、職員及び園児のＰＣＲ検査を実施
することとなり、検査及び結果の確認について早急に対応
し、確実な履行が可能であった当該組合と契約した。

5号

97 こども課 にこにこ保育園保育士派遣業務委託 R3.8.1～R4.3.31 ㈱アスカ
群馬県高崎市八島265
イノウエビル5階

2,530円/時間
保育士募集に対する応募が少なく、保育士不足が慢性化し
ている状況下、派遣により保育士の充足が見込める目途が
立ったため緊急的に採用した。

5号

98 こども課 にこにこ保育園保育士派遣業務委託（その２） R3.8.1～R4.3.31 ㈱アスカ
群馬県高崎市八島265
イノウエビル5階

2,530円/時間
保育士募集に対する応募が少なく、保育士不足が慢性化し
ている状況下、もう1名派遣可能な保育士が見つかったため
緊急的に採用した。

5号

99 こども課 すくすく保育園人材派遣業務委託（調理業務）その２ R3.10.1～Ｒ4.3.31 ㈱アスカ
群馬県高崎市八島265
イノウエビル5階

1,404,000
調理員の欠員が引き続き生じるため、当該業者と下半期分
の契約をした。

5号

100 こども課 すくすく保育園保育士派遣業務委託 R3.11.15～R4.3.31 ㈱アスカ
群馬県高崎市八島265
イノウエビル5階

1,611,610
12月から産休に入る会計年度任用職員の補充要員の確保
が急務な中、派遣可能な保育士が見つかったため緊急的に
採用した。

5号

101 こども課 児童扶養手当システム改修業務委託 R3.10.1～R4.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 770,000
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

102 こども課 つくし幼稚園自家発電設備更新工事 R3.10.8～R4.2.28 ㈱那須電機メンテナンス 大田原市戸野内492-1 4,235,000
自家用電気工作物保安管理業務と連携した施工が必要とな
るため、電気主任技術者の提携業者を選定した。

2号

103 こども課 那須烏山市放課後児童クラブ運営業務委託 R4.2.4～R7.3.31 シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 東京都調布市調布ヶ丘3-6-3
220,150,000

（消費税法第6条第1項に該当するため非課
税）

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。

2号

104 こども課 すくすく保育園保育士派遣業務委託その２ R4.1.14～R4.3.31 ㈱アスカ
群馬県高崎市八島265
イノウエビル5階

500,940
会計年度任用職員の突発的な負傷により、補充要員の確保
が急遽発生したため、緊急的に派遣会社から保育士派遣を
受けることとなった。

5号

105 こども課 児童扶養手当システム改修業務委託 R4.3.1～R4.3.31 ㈱ＴＫＣ 宇都宮市鶴田町1758 1,540,000
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

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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106 農政課 林地台帳データ更新業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱パスコ 栃木支店 宇都宮市中央1-1-1 2,200,000

栃木県が主導する森林クラウドシステムに、本市所有の林地
台帳データを取り込むにあたって、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

107 農政課
令和３年度農業用ため池機能診断及び機能保全計画策定業務委託
その１

R3.8.2～R4.3.10 栃木県土地改良事業団体連合会 宇都宮市平出町1260 5,885,000

本業務の遂行にあたっては、設計積算における専門知識を
有した上で、設計内容及び現場状況を熟知していることが
必要不可欠であることから、それらを具備する当該団体を選
定した。

2号

108 農政課
令和３年度農業用ため池機能診断及び機能保全計画策定業務委託
その２

R3.8.2～R4.3.10 栃木県土地改良事業団体連合会 宇都宮市平出町1260 82,830,000

本業務の遂行にあたっては、設計積算における専門知識を
有した上で、設計内容及び現場状況を熟知していることが
必要不可欠であることから、それらを具備する当該団体を選
定した。

2号

109 農政課 令和3年度とちぎの元気な森づくり里山林整備業務委託 R3.8.27～Ｒ4.2.15 那須南森林組合 那須郡那珂川町2106-1 990,000

当該業者は本業務に必要な資格を有し、幅広い知識と実務
経験を持っている。また、当市の森林整備にも精通してお
り、滞りなく円滑に履行可能なため、契約の相手方として選
定した。

2号

110 農政課 経営管理権集積計画作成業務委託 R3.8.27～Ｒ3.12.15 (公社)とちぎ環境・みどり推進機構
宇都宮市竹林町1030-2
河内庁舎別館3階

(当初)1,045,000
(変更)1,015,300

当該法人は、林業全般に関して豊富な経験や専門的な知
識を有しており、栃木県内で唯一地域林政アドバイザーに
認定されていることから、確実に履行が可能な唯一の業者と
判断した。（調査森林の現地確認及び周囲測量の結果、集
積計画面積に変更が生じたため減額した）

2号

111 農政課
令和３年度農業用ため池機能診断及び機能保全計画策定業務委託
その３

（当初）R3.10.12～R4.3.10
（変更）R3.10.12～R4.6.30

栃木県土地改良事業団体連合会 宇都宮市平出町1260 53,999,000

本業務の遂行にあたっては、設計積算における専門知識を
有した上で、設計内容及び現場状況を熟知していることが
必要不可欠であることから、それらを具備する当該団体を選
定した。（施設の統廃合等について、地元との調整に不測の
日数を要したため）

2号

112 農政課 市町村森林経営管理事業業務委託 R4.2.3～R4.3.18 那須南森林組合 那須郡那珂川町2106-1 880,000

当該業者は本業務に必要な資格を有し、幅広い知識と実務
経験を持っている。また、当市の森林整備にも精通してお
り、滞りなく円滑に履行可能なため、契約の相手方として選
定した。

2号

113 商工観光課 山あげ会館エレベーター修繕工事 R3.7.16～R3.9.30 東芝エレベーター㈱ 北関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 6,600,000 特定の業者でないと請負できない工事の発注となるため。 2号

114 商工観光課 山あげ会館映像配信・ガイダンスシステム構築業務委託 R4.2.4～R4.3.31 ㈱トライアングル 宇都宮市戸祭町3005-2 3,000,000
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。

2号

115 商工観光課 愛宕台緑地公園眺望支障木等伐採業務委託 R4.3.4～R4.3.30 ㈲山﨑園芸 那須烏山市滝田840 1,148,400
倒木の恐れがある樹木が多数見受けられ、早急に対応しな
ければ公園利用者等に多大な影響を及ぼすため、早急に
対応が可能と確認がとれた当該業者と契約した。

5号

116 都市建設課 土木設計積算システム使用 R3.4.1～R4.3.31 (公財)とちぎ建設技術センター 宇都宮市竹林1030-2 1,511,576
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、当該システムについては、当該法人以
外提供できないものであるため。

2号

117 都市建設課 用地調査等業務委託（道路整備） 向田落合線 その51 R3.8.31限り 玉川測量設計㈱ 矢板市富田424-10 4,400,000
当該業者が受託中の業務に接続して委託するもので、打合
せ協議等に関連があるため、当該業者に委託することによ
り、経費の節減が確保されるため。

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）



令和３年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

118 都市建設課 地籍調査事業　中央Ⅲ地区測量業務委託 R3.8.3～R4.3.10 ㈱ニッコー 宇都宮市宮園町8-11 3,670,700

当該業者は、昨年度も受注し良好な業務を行っており、業
務全般に渡って豊富な経験や専門的な知識を有しているも
のが多数在籍している。また、本市の地籍調査受注実績が
多数あり、地元情勢にも精通していて、修正作業が発生した
場合にも滞りなく円滑に本業務を実施できる唯一の業者と判
断した。

2号

119 都市建設課 都市計画基礎調査業務委託 R4.3.10限り ㈱栃木都市計画センター 宇都宮市下戸祭2-16-5 1,870,000

当該業者は、前回（平成２８年度）に実施した当該業務、「都
市計画マスタープラン」改訂業務及び「立地適正化計画」策
定業務を受注しており業務全般にわたって豊富な経験や専
門的な知識及び処理能力を有している。地元情勢にも精通
しており、滞りなく、円滑に本業務を実施できる唯一の業者と
判断した。

2号

120 都市建設課 道路点検診断監理業務委託 R4.3.10限り (公財)とちぎ建設技術センター 宇都宮市竹林1030-2 15,103,000

当該法人は、栃木県の調査基準や要領等で定めた細部運
用に精通しており、現場も熟知していることから選定した。(事
業促進のため、調査橋りょうを２橋追加（54橋⇒56橋）し実施
する、金額工期に変更なし)

2号

121 都市建設課 道路台帳補正業務委託 R4.3.25限り 国際航業㈱ 宇都宮営業所 宇都宮市小幡1-1-21オノセビル
（当初）3,476,000
（変更）4,180,000

本市のシステムは、当該業者が独自技術で開発したもので
あり、他者での対応は不可能である。当該業者は、これまで
も良好な台帳補正業務を行っており、業務全般に渡って豊
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選
定した。（路線の正しい知識と道路愛護思想の普及徹底を
図るため、配布用路線網図を増刷した）

2号

122 都市建設課 地籍調査成果修正業務委託（主要地方道那須烏山矢板線その21） R3.11.1～R4.3.10 玉川測量設計㈱ 矢板市富田424-10
(当初) 2,904,000
(変更) 2,321,000

修正業務にあたり、当該区域を栃木県から受注した業者へ
委託することが最適であると判断した。（まん延防止等重点
措置により法務局との打合せが予定期間に行えないことによ
る期間の延長及び、打合せ結果による修正作業箇所の減少
に伴う作業内容の変更）

2号

123 都市建設課 地籍調査成果修正業務委託（主要地方道那須烏山矢板線その22） R3.11.10～R4.3.10 東洋測量設計㈱ 宇都宮市西川田本町4-2-13
(当初) 4,279,000
(変更) 2,002,000

修正業務にあたり、当該区域を栃木県から受注した業者へ
委託することが最適であると判断した。（まん延防止等重点
措置により法務局との打合せが予定期間に行えないことによ
る期間の延長及び、打合せ結果による修正作業箇所の減少
に伴う作業内容の変更）

2号

124 都市建設課 地籍調査成果修正業務委託（主要地方道那須烏山矢板線その23） R3.11.12～R4.3.10 日昌測量設計㈱ 宇都宮市野沢町472-19
(当初)4 ,213,000
(変更) 1,298,000

修正業務にあたり、当該区域を栃木県から受注した業者へ
委託することが最適であると判断した。（まん延防止等重点
措置により法務局との打合せが予定期間に行えないことによ
る期間の延長及び、打合せ結果による修正作業箇所の減少
に伴う作業内容の変更）

2号

125 都市建設課 地籍調査事業　過年度数値情報化業務委託 R4.2.4～R4.3.25 国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻2-7-3
(当初)1,111,000
(変更)2,992,000

当該システムは、当該業者が開発、導入及び設定を行った
ものであり、他者が請負できないため。（積算基準の変更及
び作業地区の追加のため増額した）

2号

126 上下水道課 上水道施設管理業務委託 R3.4.1～R4.3.31 (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 3,939,630

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

127 上下水道課 水道メーター検針業務委託 R3.4.1～R4.3.31 (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 2,850,000

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

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）



令和３年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

128 上下水道課 水道量水器修繕 R3.5.12～Ｒ4.3.31

㈱ニッコク 東京支店

アズビル金門㈱　北関東支店

東洋計器㈱　栃木営業所

東京都港区六本木6-17-1

群馬県桐生市仲町3-6-32

埼玉県さいたま市北区宮原町4-2-
20

㈱ニッコク落札分
【バーター品購入分】

φ13㎜　1,495
φ25㎜　2,695

アズビル金門落札分：
【バーター品購入分】

φ20㎜　1,980

東洋計器落札分：
【バーター品購入分】

φ30㎜　 8,300
φ40㎜　 9,300
φ50㎜　32,700
φ75㎜　44,700

【新規品購入】
φ13㎜　1,820
φ20㎜　2,620

※いずれも税抜

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

129 上下水道課 公共下水道脱水汚泥収集運搬処理業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱栃木コンポスト 矢板市安沢2234
22,000/t

4,719,000円
特殊性を考慮し、業務実績のある当該業者を選定した。 2号

130 上下水道課 水道事業公用車再リース R3.4.20～R5.4.19 ㈱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
506,880

（月額21,120）
再リース料金が安価であったことから、経費節減のため2年
間の再リース契約した。

6号

131 上下水道課 中央地内配水管締切工事（旧名称：配水管布設替工事（その１）） R3.5.18～R3.6.30 渡邊建設㈱ 那須烏山市金井2-7-11 1,551,000
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

132 上下水道課 中央地内配水管布設替工事 R3.6.1～R3.12.20 ㈱平野建設 那須烏山市野上1162 16,984,000
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 下水道事業公用車再リース R3.5.19～R5.5.18 ㈱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
488,400

（月額20,350）
再リース料金が安価であったことから、経費節減のため2年
間の再リース契約した。

6号

134 上下水道課 低コスト型農業集落排水施設更新支援事業業務委託 R3.6.1～R4.3.10 栃木県土地改良事業団体連合会 宇都宮市平出町1260 3,267,000

本業務の遂行にあたっては、設計積算における専門知識を
有した上で、設計内容及び現場状況を熟知していることが
必要不可欠であることから、それらを具備する当該団体を選
定した。

2号

135 上下水道課 鴻の台団地増圧ポンプ取替工事 R3.6.28～R3.9.30 荒井工業㈱ 那須烏山市田野倉16-1 11,000,000
早急な修繕が必要なため、現場を熟知しており緊急に対処
可能であった当該業者を選定した。

5号

136 上下水道課
公共下水道烏山水処理センター他再構築基本設計（ストックマネジメ
ント全体計画）に係る技術支援に関する協定

R3.6.23～R4.2.15 日本下水道事業団 東京都文京区湯島2-31-27 26,000,000
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

137 上下水道課 大金台取水場ポンプ取替工事 R3.7.30～R3.10.29 荏原商事㈱ 栃木営業所 宇都宮市大通り4-1-20 2,310,000
早急な修繕が必要なため、現場を熟知しており緊急に対処
可能であった当該業者を選定した。

5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）



令和３年度那須烏山市随意契約結果一覧表

氏名 住所

138 上下水道課 南那須処理区管渠築造工事第１工区 R3.11.5～R4.3.15 ㈱荒川建設 那須烏山市田野倉192-1 12,320,000
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 南那須処理区マンホールポンプ場内設備工事
(当初)R3.10.5～R4.1.12
(変更)R3.10.5～R4.2.25

㈱荒川建設 那須烏山市田野倉192-1 11,330,000

近接で施工中の栃木県発注工事に関連し施工するものであ
り、別の業者が施工となった場合、既設管との接合に支障が
生じるおそれがあるため、当該業者への発注とした。（新型コ
ロナウィルス感染症対策のため、製品搬入に遅延が生じたこ
とから工期を延長した）

2号

140 上下水道課 田野倉地内配水管布設替工事（その１）
(当初)R3.10.6～R4.3.25
(変更)R3.10.6～R4.8.31

㈱荒川建設 那須烏山市田野倉192-1 14,674,000

近接で施工中の栃木県発注工事に関連し施工するものであ
り、別の業者が施工となった場合、既設管との接合に支障が
生じるおそれがあるため、当該業者への発注とした（関連す
る栃木県発注工事の工期が延長されたため、本市も延長対
応とした）。

2号

141 上下水道課 境配水場配水流量計取替工事 R3.10.8～R4.3.10 藤井産業㈱ 宇都宮市平出工業団地41-3 4,928,000
流量計交換工事において、特殊な施工が必要となった。設
計会社と当該業者を交えて検証を行った結果、解決策が見
出せたため、現場を熟知している当該業者への発注とした。

2号

142 上下水道課 三箇浄水場場内配管布設替工事 R3.10.25～R3.12.20 荒井工業㈱ 那須烏山市田野倉16-1
(当初)2,959,000
(変更)4,356,000

早急な修繕が必要なため、現場を熟知しており緊急に対処
可能であった当該業者を選定した。（工事実施後、取水ポン
プの管種の変更が生じ、埋設深が想定以上に深かったため
増工した）

5号

143 上下水道課 止水版の購入 R3.11.26限り ㈲中屋 那須烏山市城東20-2 2,348,104
特定の者でなければ納入できない物品であるため、市内で
取り扱いしている業者間の見積合わせを実施し、最も安価で
あった当該業者を採用した。

2号

144 上下水道課 中山地内配水管布設替工事設計業務委託 R4.2.21～R4.3.28 ㈱工藤設計 宇都宮市鶴田町578-6 1,430,000

栃木県烏山土木事務所発注の国道294号線道路改良工事
に係る用地交渉が完了し急遽の工事発注となり、水道配水
管の布設替を早期に実施する必要が生じた。早急な設計が
必要となったため、過去に当該地の設計業務委託を請負し
た実績がある当該業者が緊急的に対応が可能との回答が
あったため採用した。

5号

145 学校教育課 学校検診・検査委託契約 R3.4.1～R4.3.31 (公財)栃木県保健衛生事業団 宇都宮市駒生町3337-1

心臓健診（小学生）　2,500円
心臓健診（中学生）  2,600円

腎臓健診     320円
小児生活習慣病予防検診（貧血検査含む）

1,800円

栃木県教育委員会が作成する手引きにおいて、当該法人が
結果集計を取りまとめすることとされており、都合で健診が受
けられない場合の他校で受診が可能など連携が図れるた
め。

2号

146 学校教育課 学校情報化サポート業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱スキット 宇都宮市清住2-5-10 1回あたり 11,000円（税込）
競争入札に付したが当該業者のみの応札となり不調となっ
たことから、入札の意思を示した当該業者から見積を徴し、
その結果、入札時の予定価格以下であったため採用した。

8号

147 学校教育課 児童見守りシステム保守業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱きずなサービスセンター 那須烏山市金井2-2-11 1,584,000
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

148 学校教育課 学校給食センターボイラー保守点検業務委託 R3.4.1～R4.3.31 ㈱日本サーモエナー　宇都宮営業所 宇都宮市峰4-1-32 620,400
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

149 学校教育課 小学校給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託 R3.4.1～R6.3.31 ㈱マイクロエレベーター 東京都足立区綾瀬3-25-19 1,204,500
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

150 学校教育課 烏山中学校昇降機保守点検業務委託 R3.4.1～R6.3.31 東芝エレベーター㈱ 北関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 1,861,200
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

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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151 学校教育課 南那須中学校昇降機保守点検業務委託 R3.4.1～R6.3.31 ㈱日立ビルシステム 関東支社 千葉県柏市柏4-8-1 2,178,000
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

152 学校教育課 江川小学校電話交換設備賃貸借 R3.9.1～R8.8.31 NTT・TCリース㈱ 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-6 月額16,500円
特定の業者（納入元である東日本電信電話㈱が指定する
リース会社）でないと請負出来ない契約であるため。

2号

153 学校教育課 学校給食センター排水処理槽汚泥処分業務委託 R3.7.15～R4.3.31 東武商事㈱ 那須支店 那須塩原市北赤田1575-8 1,320,000
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見積合わせにより契約業
者を決定した。

2号

154 学校教育課 学校給食センター排水処理槽汚泥収集運搬業務委託 R3.7.15～R4.3.31 宇都宮文化センター㈱ 宇都宮市江曽島町2070 495,000
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見積合わせにより契約業
者を決定した。

2号

155 学校教育課 JFAこころのプロジェクト「夢の教室」業務委託 R3.10.1～R4.3.31 (公財)日本サッカー協会 東京都文京区本郷3-10-15 525,800 委託内容の特殊性により契約の相手方が特定されるため。 2号

156 学校教育課 烏山中学校避難器具交換修繕工事
（当初）R4.1.13～R4.3.25
（変更）R4.1.13～R4.4.30

北関東綜合警備保障㈱ 宇都宮市不動前1-3-14 3,905,000

現在の消防設備保守点検業者かつ現場を熟知している業
者へ発注することで、確実で的確な施工が期待できるため、
当該業者を選定した。（原材料不足により部品の納品に遅
延が生じたため工期延長した）

2号

157 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外国語指導助手派遣業
務委託

R4.4.1～R7.3.31 ㈱ハートコーポレイション 茨城県水戸市中央2-6-10 83,930,000
当該事業実施に係る指名型プロポーザルにより、当該業者
を選定した。

2号

158 生涯学習課 烏山城跡出土遺物写真撮影業務委託 R3.6.1～R3.7.30 ㈱パスコ 栃木支店
宇都宮市中央1-1-1
宇都宮アクシスビル

1,430,000
昨年度実施した基礎資料整備業務委託と一部内容に関連
があるため、1社随意契約とした。

2号

159 生涯学習課 烏山図書館空調機器更新工事 R3.6.30～R3.7.30 ㈱斎藤電気工業 那須烏山市小塙398 1,837,000
本工事は、令和3年3月19日に施工完了した工事の同一箇
所での同種工事であることから、保証期間を考慮し、前回落
札業者への発注とした。

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）


