
【業務委託】Ｈ２９随意契約の公表

発注課所 名称 地方自治法施工令根拠条項 随契区分名称 請負業者商号 契約日 契約金額

役務 ＩＴ推進課 児童福祉システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 日本電気株式会社　関東甲信越支社 平成29年4月1日 7,371,000

役務 ＩＴ推進課 コンビニ収納用プリンタ保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＮＥＣフィールディング株式会社　北関東支社埼玉支店 平成29年4月1日 1,149,120

役務 ＩＴ推進課 上尾市公共施設予約タッチパネル機器運用保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社パスコ　さいたま支店 平成29年4月1日 1,620,000

役務 ＩＴ推進課 上尾市ネットワークシステム機器保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 平成29年4月1日 10,756,800

役務 ＩＴ推進課 グループウェアシステム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 リコージャパン株式会社　埼玉支社　公共文教営業部 平成29年4月1日 1,980,741

役務 ＩＴ推進課 電算システム付帯設備保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　関東支店 平成29年4月1日 1,998,000

役務 ＩＴ推進課 電算システム付帯空調設備保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 有限会社中村水道設備 平成29年4月1日 853,200

役務 ＩＴ推進課 二要素認証システム運用保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社富士通マーケティング　関越支社 平成29年4月1日 2,074,896

役務 ＩＴ推進課 団体内統合宛名システム運用保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年4月1日 2,086,560

役務 ＩＴ推進課 介護総合事業システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年4月1日 4,579,200

役務 ＩＴ推進課 総合行政システム運用保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年4月1日 148,839,876

役務 ＩＴ推進課 財務会計システム運用保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年4月1日 6,480,000

役務 ＩＴ推進課 情報システム総合支援業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社行政ＩＴ研究所 平成29年4月1日 1,296,000

役務 ＩＴ推進課 29-06自治体セキュリティクラウド接続業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 平成29年4月25日 2,700,000

役務 ＩＴ推進課 拠点ネットワーク機器更改業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 平成29年5月25日 7,452,000

役務 ＩＴ推進課 戸籍業務システム端末保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 富士ゼロックスシステムサービス株式会社　営業本部首都圏支店 平成29年10月1日 777,600

役務 ＩＴ推進課 統合型ＧＩＳシステム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社パスコ　さいたま支店 平成29年9月29日 887,760

役務 ＩＴ推進課 ２４－１２ネットワーク用プリンター保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社大塚商会　ＬＡ事業部北関東ＬＡ販売課 平成29年11月14日 2,106,000

役務 ＩＴ推進課 児童福祉システム保守業務（再リースH30.2.1～H30.3.31） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 日本電気株式会社　関東甲信越支社 平成30年1月23日 1,474,200

役務 ＩＴ推進課 グループウェアリビジョンアップ業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 リコージャパン株式会社　販売事業本部埼玉支社公共文教営業部 平成30年2月23日 1,598,400

役務 ＩＴ推進課 帳票変更業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成30年3月12日 656,640

役務 みどり公園課 上尾市公園等管理業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 公益財団法人　上尾市地域振興公社 平成29年4月1日 22,145,000

役務 みどり公園課 上尾丸山公園小動物コーナー診療所管理業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾伊奈獣医師協会 平成29年4月1日 1,200,000

役務 みどり公園課 上尾市公園等管理業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 公益財団法人　上尾市地域振興公社 平成29年4月1日 22,145,000

役務 下水道施設課 自家用電気工作物保安管理業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 日本環境クリアー株式会社 平成29年4月1日 1,717,200

役務 下水道施設課 ポンプ場計装及び低圧電気設備保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 メタウォーター株式会社　さいたま営業所 平成29年9月20日 5,832,000

役務 下水道施設課 公共下水道緊急清掃業務（１） 第167条の2第1項第5号 緊急を要する契約 有限会社下水管理興業 平成29年10月26日 421,200

役務 下水道施設課 公共下水道緊急清掃業務（２） 第167条の2第1項第5号 緊急を要する契約 有限会社協栄管整 平成29年10月26日 421,200

役務 下水道施設課 公共下水道緊急清掃業務（３） 第167条の2第1項第5号 緊急を要する契約 有限会社下水管理興業 平成30年1月16日 453,600

役務 下水道施設課 公共下水道緊急清掃業務（４） 第167条の2第1項第5号 緊急を要する契約 有限会社協栄管整 平成30年2月14日 97,200

役務 下水道施設課 公共下水道緊急清掃業務（５） 第167条の2第1項第5号 緊急を要する契約 青木清掃株式会社　上尾支店 平成30年2月21日 54,000
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役務 下水道施設課 公共下水道緊急清掃業務（６） 第167条の2第1項第5号 緊急を要する契約 有限会社下水管理興業 平成30年3月6日 108,000

役務 河川課 排水路藻刈・雑草刈払業務（１） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 菅谷水利組合 平成29年6月28日 928,800

役務 河川課 排水路藻刈・雑草刈払業務（３） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 畔吉本村排水路管理組合 平成29年6月28日 453,600

役務 河川課 排水路藻刈・雑草刈払業務（４） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 大石第一水利組合 平成29年6月28日 464,400

役務 河川課 排水路藻刈・雑草刈払業務（２） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上平第一水利組合 平成29年6月28日 734,400

役務 河川課 排水路藻刈・雑草刈払業務（５） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 大石土地改良区第２水利組合 平成29年6月28日 410,400

役務 河川課 排水路藻刈・雑草刈払業務（６） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 大石第三水利組合 平成29年6月28日 216,000

役務 学校保健課 学校給食献立作成用ソフトウエア賃貸借 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＮＴＴファイナンス株式会社　関東支店 平成29年4月1日 31,104

役務 学校保健課 学校安全パトロールカー（再リース） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社トヨタレンタリース埼玉　本店 平成29年4月1日 201,960

役務 学務課 教育システム改修業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年11月2日 1,289,520

役務 環境政策課 地域リサイクル事業収集運搬業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾資源回収事業協同組合 平成29年4月1日 66,825,000

役務 危機管理防災課 地域気象情報提供業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社ウェザーニューズ 平成29年4月1日 2,700,000

役務 危機管理防災課 上尾市防災行政無線（固定系）設備保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 埼玉田中電気株式会社 平成29年4月1日 4,211,136

役務 議事調査課 本会議場他会議システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社東和エンジニアリング　関東支店 平成29年4月1日 907,200

役務 議事調査課 上尾市議会会議録作成業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社会議録センター 平成30年2月9日 5,961,600

役務 教育総務課 富士見小学校開放棟昇降機保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東芝エレベータ株式会社　北関東支社 平成29年4月1日 498,960

役務 教育総務課 上尾中学校北校舎昇降機保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社日立ビルシステム　東関東支社 平成29年4月1日 505,440

役務 教育総務課 学校パソコン２０１１（小学校）（再リース） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 平成29年4月1日 40,286

役務 教育総務課 学校パソコン２０１１賃貸借（中学校）（再リース） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 平成29年4月1日 20,142

役務 教育総務課 中学校校務用パソコン賃貸借（再リース） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 平成29年4月1日 11,521

役務 教育総務課 腰痛健康診断業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 公益財団法人埼玉県健康づくり事業団 平成29年7月14日 3,920

役務 教育総務課 小学校浄化槽清掃業務（大谷小・大石南小・今泉小）（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社上尾サービスセンター 平成29年10月2日 6,480

役務 教育総務課 小・中学校FF式石油暖房機保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社サイサン　伊奈高圧ガスセンター 平成29年10月12日 843,264

役務 教育総務課 中学校教育用コンピュータシステム機器賃貸借（再リース） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 平成30年2月5日 260,288

役務 業務課 ＶＡＮシステム（伝送口座振替）業務（単価契約） 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＡＧＳ株式会社 平成29年4月1日 4,110,264

役務 業務課 上下水道料金調定システム電算処理業務 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社両毛システムズ 平成29年4月1日 5,637,600

役務 業務課 上下水道料金調定システム等保守業務 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社両毛システムズ 平成29年4月1日 6,537,153

役務 業務課 給水装置工事竣工検査（確認）業務（単価契約） 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社サイタマ・ユウセイ 平成29年4月10日 1,782

役務 業務課 大字コ－ド変換業務 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社サイタマ・ユウセイ 平成29年5月12日 1,512,000

役務 業務課 口座振替申請管理対応プログラム改修業務 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社両毛システムズ 平成30年2月9日 945,000

役務 業務課 充当還付管理対応プログラム改修業務 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社両毛システムズ 平成30年3月12日 896,400
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役務 経営総務課 上尾市水道事業会計処理支援及び消費税業務 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号競争入札に適しない契約 イマニシ税理士法人 平成29年4月21日 2,214,000

役務 経営総務課 地方公営企業法適化支援準備業務 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号競争入札に適しない契約 新日本有限責任監査法人 平成29年6月12日 7,430,400

役務 経営総務課 公営企業会計システム改修業務 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号競争入札に適しない契約 株式会社エフコムマーケティング 平成29年6月12日 1,134,000

役務 警防課 消防用連絡車・指令車賃貸借（再リース契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社トヨタレンタリース埼玉　本店 平成29年7月11日 78,624

役務 健康増進課 上尾市東保健センターエレベーター保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東芝エレベータ株式会社　北関東支社 平成29年4月1日 751,680

役務 健康増進課 上尾市平日夜間及び休日急患診療所レントゲン保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 富士フイルムメディカル株式会社　北関東地区営業本部 平成29年4月1日 698,544

役務 健康増進課 上尾市健康づくり情報システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 富士通株式会社　関東支社 平成29年6月1日 3,765,852

役務 健康増進課 上尾市健康づくり情報システム機器賃貸借 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 富士通リース株式会社　関東支店 平成29年6月1日 597,130

役務 建築安全課 特定建築物等定期報告業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 一般財団法人埼玉県建築安全協会 平成29年4月1日 994,000

役務 交通防犯課 あげおサイクルポート南自転車駐車場管理業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾都市開発株式会社 平成29年4月1日 14,894,280

役務 交通防犯課 上尾駅周辺自転車整理業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾都市開発株式会社 平成29年4月1日 7,674,912

役務 交通防犯課 上尾市内循環バスバスロケーションシステム運用保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 有限会社エイ・ケイ・システム 平成29年4月1日 752,630

役務 交通防犯課 道路照明灯ＬＥＤ化推進業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾電気工事協同組合 平成29年6月8日 213,275,376

役務 交通防犯課 放置自転車等撤去業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾資源回収事業協同組合 平成29年4月1日 64,800

役務 広報広聴課 上尾市CMS保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 平成29年4月1日 1,892,160

役務 広報広聴課 上尾市CMS操作研修業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 平成29年4月14日 1,609,200

役務 広報広聴課 県央地域一日体験モニター事業に関する業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社ＪＴＢ関東　法人営業埼玉支店 平成29年7月21日 878,688

役務 広報広聴課 広報あげお等市定期刊行物配送業務 第167条の2第1項第8号 落札者がいないため 大宮通運株式会社 平成29年4月20日 2,835,000

役務 高齢介護課 29-1介護予防普及啓発事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人藤寿会 平成29年4月1日 830,000

役務 高齢介護課 29-2介護予防普及啓発事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 平成29年4月1日 830,000

役務 高齢介護課 29-3介護予防普及啓発事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人　藤仁会 平成29年4月1日 830,000

役務 高齢介護課 29-4介護予防普及啓発事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人彩光会 平成29年4月1日 830,000

役務 高齢介護課 29-5介護予防普及啓発事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 830,000

役務 高齢介護課 29-6介護予防普及啓発事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 830,000

役務 高齢介護課 29-7介護予防普及啓発事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人美鈴会 平成29年4月1日 830,000

役務 高齢介護課 29-8介護予防普及啓発事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　エルサ上尾 平成29年4月1日 830,000

役務 高齢介護課 29-9介護予防普及啓発事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　あげお愛友の里 平成29年4月1日 830,000

役務 高齢介護課 29-10介護予防普及啓発事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団　愛友会 平成29年4月1日 830,000

役務 高齢介護課 29-1地域介護予防活動支援事業(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人藤寿会 平成29年4月1日 1,440,000

役務 高齢介護課 29-2地域介護予防活動支援事業(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 平成29年4月1日 1,200,000

役務 高齢介護課 29-3地域介護予防活動支援事業(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人　藤仁会 平成29年4月1日 600,000
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役務 高齢介護課 29-4地域介護予防活動支援事業(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人彩光会 平成29年4月1日 720,000

役務 高齢介護課 29-5地域介護予防活動支援事業(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 480,000

役務 高齢介護課 29-6地域介護予防活動支援事業(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 1,080,000

役務 高齢介護課 29-7地域介護予防活動支援事業(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人美鈴会 平成29年4月1日 1,555,200

役務 高齢介護課 29-8地域介護予防活動支援事業(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　エルサ上尾 平成29年4月1日 7,200,000

役務 高齢介護課 29-9地域介護予防活動支援事業（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　あげお愛友の里 平成29年4月1日 1,440,000

役務 高齢介護課 29-10地域介護予防活動支援事業(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団　愛友会 平成29年4月1日 840,000

役務 高齢介護課 29-1通所型認知症予防業務【単価契約】 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人藤寿会 平成29年4月1日 1,560,000

役務 高齢介護課 29-2通所型認知症予防業務【単価契約】 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 平成29年4月1日 2,872,000

役務 高齢介護課 29-3通所型認知症予防業務【単価契約】 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人　藤仁会 平成29年4月1日 2,544,000

役務 高齢介護課 29-4通所型認知症予防業務【単価契約】 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人彩光会 平成29年4月1日 1,316,000

役務 高齢介護課 29-5通所型認知症予防業務【単価契約】 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 1,647,300

役務 高齢介護課 29-6通所型認知症予防業務【単価契約】 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 1,708,500

役務 高齢介護課 29-7通所型認知症予防業務【単価契約】 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人美鈴会 平成29年4月1日 2,081,000

役務 高齢介護課 29-8通所型認知症予防業務【単価契約】 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　エルサ上尾 平成29年4月1日 1,358,000

役務 高齢介護課 29-9通所型認知症予防業務【単価契約】 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　あげお愛友の里 平成29年4月1日 1,368,000

役務 高齢介護課 29-10通所型認知症予防業務【単価契約】 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団　愛友会 平成29年4月1日 2,552,500

役務 高齢介護課 29-1一般介護予防事業評価事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人藤寿会 平成29年4月1日 75,000

役務 高齢介護課 29-2一般介護予防事業評価事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 平成29年4月1日 75,000

役務 高齢介護課 29-3一般介護予防事業評価事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人　藤仁会 平成29年4月1日 75,000

役務 高齢介護課 29-4一般介護予防事業評価事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人彩光会 平成29年4月1日 75,000

役務 高齢介護課 29-5一般介護予防事業評価事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 75,000

役務 高齢介護課 29-6一般介護予防事業評価事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 75,000

役務 高齢介護課 29-7一般介護予防事業評価事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人美鈴会 平成29年4月1日 75,000

役務 高齢介護課 29-8一般介護予防事業評価事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　エルサ上尾 平成29年4月1日 75,000

役務 高齢介護課 29-9一般介護予防事業評価事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　あげお愛友の里 平成29年4月1日 75,000

役務 高齢介護課 29-10一般介護予防事業評価事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団　愛友会 平成29年4月1日 75,000

役務 高齢介護課 29-1総合相談支援・権利擁護事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人藤寿会 平成29年4月1日 15,991,000

役務 高齢介護課 29-2総合相談支援・権利擁護事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 平成29年4月1日 13,991,000

役務 高齢介護課 29-3総合相談支援・権利擁護事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人　藤仁会 平成29年4月1日 13,991,000

役務 高齢介護課 29-4総合相談支援・権利擁護事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人彩光会 平成29年4月1日 13,991,000
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役務 高齢介護課 29-5総合相談支援・権利擁護事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 13,991,000

役務 高齢介護課 29-6総合相談支援・権利擁護事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 13,991,000

役務 高齢介護課 29-7総合相談支援・権利擁護事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人美鈴会 平成29年4月1日 15,991,000

役務 高齢介護課 29-8総合相談支援・権利擁護事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　エルサ上尾 平成29年4月1日 14,991,000

役務 高齢介護課 29-9総合相談支援・権利擁護事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　あげお愛友の里 平成29年4月1日 14,991,000

役務 高齢介護課 29-10総合相談支援・権利擁護事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団　愛友会 平成29年4月1日 14,991,000

役務 高齢介護課 29-1包括的・継続的マネジメント支援事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人藤寿会 平成29年4月1日 1,100,000

役務 高齢介護課 29-2包括的・継続的マネジメント支援事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 平成29年4月1日 1,100,000

役務 高齢介護課 29-3包括的・継続的マネジメント支援事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人　藤仁会 平成29年4月1日 1,100,000

役務 高齢介護課 29-4包括的・継続的マネジメント支援事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人彩光会 平成29年4月1日 1,100,000

役務 高齢介護課 29-5包括的・継続的マネジメント支援事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 1,100,000

役務 高齢介護課 29-6包括的・継続的マネジメント支援事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 1,100,000

役務 高齢介護課 29-7包括的・継続的マネジメント支援事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人美鈴会 平成29年4月1日 1,100,000

役務 高齢介護課 29-8包括的・継続的マネジメント支援事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　エルサ上尾 平成29年4月1日 1,100,000

役務 高齢介護課 29-9包括的・継続的マネジメント支援事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　あげお愛友の里 平成29年4月1日 1,100,000

役務 高齢介護課 29-10包括的・継続的マネジメント支援事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団　愛友会 平成29年4月1日 1,100,000

役務 高齢介護課 29-1認知症カフェ事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人藤寿会 平成29年4月1日 330,000

役務 高齢介護課 29-2認知症カフェ事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 平成29年4月1日 360,000

役務 高齢介護課 29-3認知症カフェ事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人　藤仁会 平成29年4月1日 360,000

役務 高齢介護課 29-4認知症カフェ事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人彩光会 平成29年4月1日 360,000

役務 高齢介護課 29-5認知症カフェ事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 360,000

役務 高齢介護課 29-6認知症カフェ事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　積善会 平成29年4月1日 360,000

役務 高齢介護課 29-7認知症カフェ事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人美鈴会 平成29年4月1日 360,000

役務 高齢介護課 29-8認知症カフェ事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　エルサ上尾 平成29年4月1日 360,000

役務 高齢介護課 29-9認知症カフェ事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　あげお愛友の里 平成29年4月1日 360,000

役務 高齢介護課 29-10認知症カフェ事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団　愛友会 平成29年4月1日 360,000

役務 高齢介護課 29-1通所型介護予防事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 有限会社磯部クオリティーサービス 平成29年4月1日 3,892,000

役務 高齢介護課 29-2通所型介護予防事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人社団　順信会 平成29年4月1日 4,114,648

役務 高齢介護課 29-3通所型介護予防事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社上尾スイミングスクール 平成29年4月1日 2,700,000

役務 高齢介護課 29-4通所型介護予防事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社コナミスポーツクラブ 平成29年4月1日 3,926,340

役務 高齢介護課 29-5通所型介護予防事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人美鈴会 平成29年4月1日 2,860,000
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役務 高齢介護課 29-6通所型介護予防事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人永寿荘 平成29年4月1日 2,899,200

役務 高齢介護課 29-7通所型介護予防事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人彩光会 平成29年4月1日 2,788,000

役務 高齢介護課 29-8通所型介護予防事業 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アロネット 平成29年4月1日 3,619,600

役務 高齢介護課 出張型介護予防教室 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 セントラルスポーツ株式会社　介護予防事業部 平成29年12月22日 338,040

役務 高齢介護課 上尾市（介護保険）コンビニ収納代行業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 平成29年4月1日 1,884,805

役務 高齢介護課 介護認定支援システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社リオス 平成29年4月1日 698,544

役務 高齢介護課 生活支援体制整備事業業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人上尾市社会福祉協議会 平成29年4月1日 14,179,000

役務 高齢介護課 地域包括支援センターシステムネットワーク回線等保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 平成29年4月1日 810,000

役務 高齢介護課 介護総合事業システム構築業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年4月12日 680,400

役務 高齢介護課 上尾市原市北地域包括支援センター等端末機器保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東芝デジタルソリューションズ株式会社　官公営業第三部 平成29年4月1日 264,168

役務 高齢介護課 上尾市緊急通報システム運用業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社エース 平成29年4月1日 7,621,128

役務 高齢介護課 上尾市徘徊高齢者等探索サービス事業業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 セコム株式会社 平成29年4月1日 707,832

役務 高齢介護課 上尾市徘徊高齢者等探索サービス事業業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社エース 平成29年4月1日 189,264

役務 高齢介護課 上尾市原市北地域包括支援センター等端末機器賃貸借 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 平成29年4月1日 42,379

役務 高齢介護課 上尾市認知症初期集中支援チーム業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 医療法人　藤仁会 平成29年7月3日 7,462,500

役務 高齢介護課 介護保険システム他社データ移行対応業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年11月29日 7,290,000

役務 高齢介護課 介護認定審査会支援システムデータ移行対応業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社リオス 平成29年11月28日 4,320,000

役務 高齢介護課 介護保険システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成30年3月1日 561,600

役務 財政課 公会計システム構築業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年5月1日 1,004,400

役務 子ども・若者相談センター 上尾市養育支援訪問事業業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会 平成29年4月1日 1,192,525

役務 子ども支援課 児童福祉システム改修業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 日本電気株式会社　関東甲信越支社 平成29年5月16日 2,430,000

役務 子ども支援課 ファミリー・サポート・センター業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 社会福祉法人　上尾市社会福祉協議会 平成29年3月31日 5,764,489

役務 市民課 戸籍システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 富士ゼロックスシステムサービス株式会社　公共事業本部首都圏支店平成29年4月1日 4,082,400

役務 市民課 コンビニ交付システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 富士ゼロックスシステムサービス株式会社　公共事業本部首都圏支店平成29年4月1日 2,851,200

役務 市民課 住基法第１９条４項通知住基システム改修業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年6月19日 1,088,640

役務 市民課 マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る住民基本台帳システム改修業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成30年1月31日 7,776,000

役務 市民協働推進課 大石支所エレベーター保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東芝エレベータ株式会社　北関東支社 平成29年4月1日 1,029,024

役務 市民協働推進課 平方支所エレベーター保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社日立ビルシステム　東関東支社 平成29年4月1日 505,440

役務 市民協働推進課 原市支所エレベーター保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　関越支社 平成29年4月1日 1,671,840

役務 市民協働推進課 大石支所等自動扉開閉装置保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 フルテック株式会社　埼玉支店 平成29年4月1日 777,600

役務 市民協働推進課 文化センター備品等移転及び保管業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 熊谷通運株式会社 平成29年4月1日 3,544,560
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役務 市民協働推進課 文化センターピアノ移動運送及び保管業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ピアノフレンド竹田 平成29年4月1日 770,388

役務 市民協働推進課 平成２９年度　国際友好交流事業業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社ＪＴＢ関東　法人営業埼玉支店 平成29年6月28日 1,900,350

役務 市民協働推進課 イコス上尾冷温水発生機内部洗浄及び探傷検査業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 大成温調株式会社　関東支店 平成29年7月20日 2,700,000

役務 指導課 上尾市小学校陸上競技大会送迎業務 第167条の2第1項第8号 落札者がいないため 東武バスウエスト株式会社 平成29年10月11日 1,640,304

役務 指令課 緊急通報用電話に係る位置情報通知システム（統合型：ＮＴＴ固定電話）の提供業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部 平成29年4月1日 581,126

役務 施設課 プラザ館総合管理業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾都市開発株式会社 平成29年4月1日 12,451,320

役務 施設課 北上尾駅エレベーター及びエスカレーター保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東芝エレベータ株式会社　北関東支社 平成29年4月1日 13,784,256

役務 施設課 上尾駅西口広場管理業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾都市開発株式会社 平成29年4月1日 21,260,880

役務 施設課 上尾駅東口トイレ管理業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾都市開発株式会社 平成29年4月1日 860,544

役務 施設課 公有財産管理システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社パスコ　さいたま支店 平成29年4月1日 615,600

役務 資産税課 デジタル地番図整備業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社パスコ　さいたま支店 平成29年5月29日 9,903,600

役務 資産税課 固定資産現況調査業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社パスコ　さいたま支店 平成29年5月29日 9,849,600

役務 資産税課 平成２９年度固定資産（土地）における標準宅地の時点修正に関する業務（その１） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社赤熊不動産鑑定所 平成29年7月4日 1,435,644

役務 資産税課 平成２９年度固定資産（土地）における標準宅地の時点修正に関する業務（その２） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 梅原不動産鑑定所 平成29年7月4日 1,353,996

役務 資産税課 平成２９年度固定資産（土地）における標準宅地の時点修正に関する業務（その３） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社共立鑑定所　埼玉支所 平成29年7月4日 1,313,172

役務 資産税課 平成２９年度固定資産（土地）における標準宅地の時点修正に関する業務（その４） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 埼玉アプレイザル 平成29年7月4日 904,932

役務 資産税課 平成２９年度固定資産（土地）における標準宅地の時点修正に関する業務（その５） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 中川不動産鑑定所 平成29年7月4日 666,792

役務 資産税課 平成２９年度固定資産（土地）における標準宅地の時点修正に関する業務（その６） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 小暮不動産鑑定事務所 平成29年7月4日 625,968

役務 資産税課 平成２９年度固定資産（土地）における標準宅地の時点修正に関する業務（その７） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社川名不動産鑑定事務所 平成29年7月4日 714,420

役務 資産税課 平成２９年度固定資産（土地）における標準宅地の時点修正に関する業務（その８） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 有限会社みづほ不動産鑑定 平成29年7月4日 925,344

役務 資産税課 平成２９年度固定資産（土地）における標準宅地の時点修正に関する業務（その９） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社佐藤アセットプランニング 平成29年7月4日 673,596

役務 出納室 ＯＣＲ等日計処理業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＡＧＳ株式会社 平成29年4月3日 10,692,000

役務 商工課 農商工観ポータルサイト運営業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社エランド 平成29年4月1日 2,554,200

役務 商工課 上尾市プラザ２２昇降機設備保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 フジテック株式会社　首都圏統括本部北関東支店 平成29年4月1日 673,920

役務 商工課 上尾市内企業マッチング推進業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社エランド 平成29年4月1日 1,193,400

役務 商工課 企業連携コーディネート業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 公益財団法人埼玉県産業振興公社 平成29年7月21日 6,454,521

役務 消防総務課 地震体験コーナー保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 有限会社スイートシステム 平成29年8月29日 708,114

役務 障害福祉課 平成29年度　社会保障・税番号制度施行に伴う障害福祉システム改修業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 日本電気株式会社　関東甲信越支社 平成29年4月1日 1,296,000

役務 障害福祉課 障害福祉システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 日本電気株式会社　関東甲信越支社 平成29年4月1日 5,615,904

役務 障害福祉課 障害福祉サービス請求内容チェックシステム使用許諾 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社ニック　東京支店 平成29年4月1日 1,270,080

役務 障害福祉課 障害者総合支援法改正に伴う障害福祉システム改修業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 日本電気株式会社　関東甲信越支社 平成30年1月26日 4,330,800
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役務 職員課 人事情報総合システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＤＩＲインフォメーションシステムズ株式会社　公共システム本部 平成29年4月1日 2,462,400

役務 職員課 平成２９年度ストレスチェック業務(単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社プリオ 平成29年7月1日 3,635,280

役務 人権男女共同参画課 上尾市男女共同参画推進センター女性相談業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 特定非営利活動法人フェミニストカウンセリング東京 平成29年4月1日 1,211,868

役務 図書館 新規購入図書マーク作成業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社図書館流通センター 平成29年4月1日 86

役務 図書館 上尾市図書館カウンター業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾都市開発株式会社 平成29年4月1日 124,869,600

役務 図書館 上尾市図書館システム機器賃貸借（再リース） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 平成29年4月1日 105,492

役務 図書館 上尾市図書館 機械警備業務（長期継続契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 綜合警備保障株式会社　埼玉中央支社 平成29年4月1日 1,360,800

役務 図書館 上尾市図書館瓦葺分館 機械警備業務（長期継続契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 綜合警備保障株式会社　埼玉中央支社 平成29年4月1日 1,185,840

役務 図書館 上尾市役所尾山台出張所 機械警備業務（長期継続契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 綜合警備保障株式会社　埼玉中央支社 平成29年4月1日 1,034,208

役務 図書館 上尾市図書館平方分館 機械警備業務（長期継続契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 セコム株式会社 平成29年4月1日 1,648,512

役務 図書館 図書館システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社　公共第二ソリューション事業部 平成29年4月1日 6,609,600

役務 図書館 上尾市図書館エレベーター保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ダイコー株式会社 平成29年4月1日 583,200

役務 図書館 読書パスポート作成業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社情報化ビジネス 平成29年4月20日 2,656,800

役務 水道施設課 上水道漏水修繕及び下水道補修待機業務 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号競争入札に適しない契約 上尾市管工事業協同組合 平成29年4月1日 56,808,000

役務 水道施設課 自家用電気工作物保安管理業務（浄配水場及びポンプ場） 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号競争入札に適しない契約 一般財団法人関東電気保安協会　埼玉事業本部 平成29年4月1日 2,950,147

役務 水道施設課 漏水点検業務（単価契約） 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号競争入札に適しない契約 株式会社サイタマ・ユウセイ 平成29年5月1日 34

役務 水道施設課 給・配水施設管理図システムデータ更新業務 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号競争入札に適しない契約 株式会社管総研　東京支店 平成29年8月14日 5,130,000

役務 水道施設課 浄水場施設等警備業務（長期継続契約） 地方公営企業法施行令第２１条の１４第1項第2号競争入札に適しない契約 セコム株式会社 平成29年10月1日 12,546,576

役務 生活環境課 し尿収集運搬業務①（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 有限会社上尾清掃 平成29年4月1日 1,238,911

役務 生活環境課 し尿収集運搬業務②（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社上尾サービスセンター 平成29年4月1日 2,211,105

役務 生活環境課 し尿収集運搬業務③（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 有限会社昭栄産業 平成29年4月1日 582,228

役務 生活環境課 し尿収集運搬業務④（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 青木清掃株式会社 平成29年4月1日 2,368,958

役務 生活環境課 し尿収集運搬業務⑤（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社加藤商事 平成29年4月1日 1,468,594

役務 生活環境課 不法投棄廃棄物収集運搬業務(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾資源回収事業協同組合 平成29年5月1日 29,884

役務 生活環境課 鉄屑及び硝子屑収集運搬処分業務(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾資源回収事業協同組合 平成29年5月1日 37,638

役務 生活環境課 畜犬登録管理システム保守委託業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アイネス　首都圏営業部 平成29年12月21日 53,784

役務 生活支援課 クラウド型生活保護等版レセプト管理システム導入業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 富士通エフ・アイ・ピー株式会社　 平成29年4月1日 864,000

役務 生活支援課 生活保護システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社地域経営プロジェクト 平成29年4月1日 103,680

役務 生活支援課 生活保護システム機器賃貸借契約（再リース契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社ＪＥＣＣ 平成29年7月1日 334,368

役務 生活支援課 生活保護システム保守業務委託契約（再委託契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社地域経営プロジェクト 平成29年7月1日 1,027,080

役務 生活支援課 生活保護システム賃貸借契約（再リース契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社地域経営プロジェクト 平成29年7月1日 1,368,576

まとめ（公表用・業務委託）



【業務委託】Ｈ２９随意契約の公表

発注課所 名称 地方自治法施工令根拠条項 随契区分名称 請負業者商号 契約日 契約金額

役務 西貝塚環境センター ガラス(ビン類)リサイクル処理業務(単価契約) 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社ウィズウェイストジャパン 平成29年4月1日 45,360

役務 西貝塚環境センター 焼却残渣運搬及び最終処分業務（単価契約）エコポート 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ジークライト株式会社 平成29年4月1日 32,400

役務 西貝塚環境センター 動物死体引取業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社大宮武蔵野ペット霊園 平成29年4月1日 1,944,000

役務 西貝塚環境センター 焼却灰リサイクル（人工砂）処理業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ツネイシカムテックス埼玉株式会社 平成29年4月1日 23,760

役務 西貝塚環境センター 焼却灰運搬及びセメント原料化処理業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 太平洋セメント株式会社　 平成29年4月1日 27,864

役務 西貝塚環境センター ばいじん運搬及びセメント原料化処理業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 太平洋セメント株式会社　 平成29年4月1日 71,172

役務 西貝塚環境センター 不燃物運搬及び最終処分業務（単価契約）新草津ウェイストパーク 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社ウィズウェイストジャパン 平成29年4月1日 32,940

役務 西貝塚環境センター 焼却残渣運搬及び最終処分業務（単価契約）新草津ウェイストパーク 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社ウィズウェイストジャパン 平成29年4月1日 32,616

役務 西貝塚環境センター ごみ収集運搬業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾清掃事業協同組合 平成29年4月1日 634,176,000

役務 西貝塚環境センター 資源物回収運搬業務（その１） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾清掃事業協同組合 平成29年4月1日 42,120,000

役務 西貝塚環境センター 資源物回収運搬業務（その２） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾資源回収事業協同組合 平成29年4月1日 5,400,000

役務 西貝塚環境センター 西貝塚環境センター定期点検整備業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 平成29年5月26日 497,880,000

役務 西貝塚環境センター 廃乾電池等委託処理業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 野村興産株式会社 平成29年8月1日 7,257,600

役務 西貝塚環境センター 一般廃棄物処理業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 オリックス資源循環株式会社 平成29年11月28日 43,200

役務 西貝塚環境センター 西貝塚環境センター運転管理業務 第167条の2第1項第8号 落札者がいないため テスコ株式会社　埼玉支店 平成30年3月8日 240,840,000

役務 青少年課 上尾市放課後児童健全育成業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 特定非営利活動法人あげお学童クラブの会 平成29年4月1日 309,854,486

役務 選挙管理委員会事務局衆議院議員総選挙　お知らせ印刷業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社横田印刷　上尾営業所 平成29年10月2日 549,504

役務 選挙管理委員会事務局衆議院議員総選挙投票所入場券作成業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 トッパン・フォームズ株式会社　埼玉営業所 平成29年10月2日 1,242,000

役務 選挙管理委員会事務局衆議院議員総選挙 選挙用機器点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社ムサシ　北関東支店 平成29年10月2日 801,900

役務 選挙管理委員会事務局衆議院議員総選挙ポスター掲示板作製及び設置撤去業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 有限会社ヒロタユニフォーム 平成29年10月2日 4,619,700

役務 選挙管理委員会事務局衆議員議員総選挙開票所等設営業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社山崎工務所 平成29年10月6日 1,315,440

役務 選挙管理委員会事務局衆議院議員総選挙用器材運搬業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 大宮通運株式会社 平成29年10月13日 646,380

役務 選挙管理委員会事務局上尾市長選挙及び上尾市議会議員補欠選挙投票所入場券作成業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 トッパン・フォームズ株式会社　埼玉営業所 平成29年11月24日 1,242,000

役務 選挙管理委員会事務局上尾市長選挙及び上尾市議会議員補欠選挙用器材運搬業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 大宮通運株式会社 平成29年12月1日 646,380

役務 選挙管理委員会事務局上尾市長選挙及び上尾市議会議員補欠選挙開票所等設営業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社山崎工務所 平成29年11月30日 1,331,640

役務 選挙管理委員会事務局上尾市長選挙及び上尾市議会議員補欠選挙ポスター掲示板作製及び設置撤去業務第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 有限会社ヒロタユニフォーム 平成29年11月30日 9,111,960

役務 選挙管理委員会事務局上尾市長選挙及び上尾市議会議員補欠選挙お知らせ印刷業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社横田印刷　上尾営業所 平成29年11月15日 528,768

役務 総務課 例規ベースシステム更新データ作成業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 第一法規株式会社 平成29年4月1日 1,406,160

役務 総務課 ２７－４公用自動車賃貸借 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社トヨタレンタリース埼玉　本店 平成29年4月1日 182,520

役務 総務課 ２７－７公用自動車賃貸借 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社トヨタレンタリース埼玉　本店 平成29年4月1日 185,328

役務 総務課 ２８－４公用自動車賃貸借 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社トヨタレンタリース新埼玉本店 平成29年4月1日 42,120

まとめ（公表用・業務委託）



【業務委託】Ｈ２９随意契約の公表

発注課所 名称 地方自治法施工令根拠条項 随契区分名称 請負業者商号 契約日 契約金額

役務 総務課 ２８－５公用自動車賃貸借 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社トヨタレンタリース埼玉　本店 平成29年4月1日 92,880

役務 総務課 ２８－６公用自動車賃貸借 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 大和リース株式会社　さいたま支店 平成29年4月1日 178,200

役務 総務課 本庁舎等複写機レンタル（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 富士ゼロックス埼玉株式会社 平成29年4月1日 258,722

役務 総務課 本庁舎空調自動制御設備保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社オーテック　システム事業本部　北関東支店 平成29年4月1日 1,512,000

役務 総務課 本庁舎地下機械式駐車装置保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＩＨＩ運搬機械株式会社　埼玉第一サービスセンター 平成29年4月1日 652,860

役務 総務課 本庁舎トイレ環境機器保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 日本カルミツク株式会社 平成29年4月1日 992,088

役務 総務課 本庁舎自動ドア保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ナブコシステム株式会社　北関東支店 平成29年4月1日 931,608

役務 総務課 庁内リサイクル紙収集運搬業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾資源回収事業協同組合 平成29年4月11日 596,160

役務 総務課 ２９－５公用自動車賃貸借 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 大和リース株式会社　さいたま支店 平成29年10月17日 210,600

役務 中学校給食共同調理場汚水処理施設保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社西原環境　北関東営業所 平成29年4月1日 1,140,480

役務 道路課 上尾駅東口駅前広場管理業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 上尾都市開発株式会社 平成29年4月1日 13,683,600

役務 道路課 土木積算システム構築機器賃貸借（再リース） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 日立キャピタル株式会社 平成29年4月1日 524,880

役務 道路課 はなみずき通り地下道ポンプ設備保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 荏原実業株式会社　関東支社 平成29年4月1日 3,780,000

役務 道路課 小敷谷向山線地下道ポンプ設備保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 新明和アクアテクサービス株式会社　北関東センター 平成29年4月1日 3,132,000

役務 納税課 上尾市コンビニエンスストア等収納代行業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 平成29年4月1日 17,977,000

役務 納税課 自動電話催告システム構築業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 ＨＯＹＡサービス株式会社　アドミニストレーションサポートグループ 平成29年4月25日 1,874,880

役務 発達支援相談センター 発達支援相談センターエレベーター保守点検業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 東芝エレベータ株式会社　北関東支社 平成29年4月1日 699,840

役務 発達支援相談センター つくし学園通園用バス運行委託業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 丸建自動車株式会社 平成29年4月1日 21,860,004

役務 保育課 児童福祉システム改修委託業務（公定価格新設加算対応に伴うシステム改修） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 日本電気株式会社　関東甲信越支社 平成30年1月31日 3,456,000

役務 保育課 上尾市立保育所園外保育バス配車業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 大輪観光 平成29年4月18日 595,771

役務 保険年金課 上尾市（後期高齢）コンビニエンスストア収納代行業務（単価契約） 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 平成29年4月1日 1,128,999

役務 保険年金課 特定健診等システム保守業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社両備システムズ 平成29年4月1日 725,760

役務 保険年金課 平成29年度　社会保障・税番号制度システム改修業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年5月12日 1,414,800

役務 保険年金課 国保情報集約システムへの連携対応業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年6月1日 987,120

役務 保険年金課 国保制度改正に伴う既存自庁システム改修業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年7月27日 18,252,000

役務 保険年金課 届出書の電子媒体化及び紙媒体の統一様式化対応に係る国民年金システム改修業務第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 平成29年10月10日 4,944,240

役務 保険年金課 特定健診等システムに関する第三期特定健診対応業務 第167条の2第1項第2号 競争入札に適しない契約 株式会社両備システムズ 平成30年3月9日 923,400

まとめ（公表用・業務委託）


