
   （２）   その他　業務委託等　【契約金額１００万円以上】　

   契約方法　入札：指名競争入札　随契：随意契約

（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額

各施設維持管理経費 Ａ重油（大口） 随契

H22.4.1
H22.7.1
H22.10.1
H22.12.28

田中油店／田島石油（株） 単価契約 執行予定額15,061,200

各施設維持管理経費 ＬＰガス（小口） 随契 H22.4.1 田中油店 単価契約 執行予定額2,501,310

各施設維持管理経費 特Ａ重油（小口） 随契

H22.4.1
H22.7.1
H22.10.1
H22.12.28

田島石油（株）／（有）村田石油 単価契約 執行予定額4,551,120

各施設維持管理経費 灯油（小口） 随契
H22.10.1
H22.12.28

田中油店／田島石油（株） 単価契約 執行予定額1,597,062

各施設維持管理経費 浄化槽維持管理業務 随契 H22.4.1 太盛運輸（有） 2,415,000 2,415,000

各施設維持管理経費 浄化槽維持管理業務 随契 H22.4.1 （有）正和清掃社 4,683,000 4,683,000

各施設維持管理経費 浄化槽維持管理業務 随契 H22.4.1 （株）坂戸公衛社 2,431,800 2,431,800

各施設維持管理経費 浄化槽維持管理業務 随契 H22.4.1 毛呂山清掃（株） 3,255,000 3,255,000

各施設維持管理経費 浄化槽維持管理業務 随契 H22.4.1 笹沼商事（株） 単価契約 執行予定額4,851,000

大橋公民館運営事業 大橋公民館冷暖房設備保守点検業務 随契 H22.4.1 （株）協同エンジニアリング 1,117,200 1,117,200

介護保険事務費
介護保険システムソフトウェア及びハードウェア
保守・管理業務

随契 H22.4.1 日本電子計算（株） 単価契約 執行予定額1,313,548

介護予防事業費 介護予防デイサービス事業 随契 H22.4.1 医療法人社団　満寿会 外3 単価契約 執行予定額 7,200,000

課税事務費
税制改正に伴うシステム改修（開発及び検証）業
務

随契 H22.4.1 （株）ＮＴＴデータ・アイ 7,623,000 7,623,000

学校給食運営事業 学校給食センターボイラー保守点検 随契 H22.4.1 川重冷熱工業（株）北関東支店 1,202,250 1,202,250

学校給食運営事業 環境負荷測定業務 随契 H22.4.1 （株）熊谷環境分析センター 1,338,750 1,338,750

備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名
契約
方法

契約日 契　約　業　者　名



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名

契約
方法

契約日 契　約　業　者　名

家庭保育室入所委託事業 家庭保育室入所委託 随契 H22.4.1 ちびっこランドわかば園 外7 単価契約 執行予定額 3,636,500

感染症予防対策事業 住所地外小児予防接種相互乗入れ委託 随契 H22.4.1 （社）埼玉県医師会 単価契約 執行予定額3,566,500

感染症予防対策事業 予防接種業務委託 随契 H22.4.1 （社）坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額72,210,200

教職員及び児童健康管理事業、教職員
及び生徒健康管理事業

小学校・中学校児童生徒諸検査 随契 H22.4.1 （株）第一臨床医学検査センター 単価契約 執行予定額1,404,375

教職員及び児童健康管理事業／教職員
及び生徒健康管理事業

児童・生徒心電図・心音図測定業務 随契 H22.4.1 （社）坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額4,608,450

共通消耗品集中管理事業 共通消耗品購入 随契 H22.4.1 （有）新井商店 外12 単価契約 執行予定額18,498,635

公園みどり管理事業 運動公園日常管理等清掃業務 随契 H22.4.1
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

22,320,900 22,320,900

公園みどり管理事業 公園施設等清掃管理業務 随契 H22.4.1
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

13,198,500 13,198,500

公共施設保安管理事業 公共施設自家用電気工作物保安業務 随契 H22.4.1 （財）関東電気保安協会 3,233,916 3,233,916

公共施設予約システム運営事業
公共施設予約システム　システム及びICカード端
末保守委託業務

随契 H22.4.1 （株）地域協働推進機構 2,230,200 2,230,300

公共施設予約システム運営事業
公共施設予約システム　機器レンタル及びサーバ
ハウジング業務

随契 H22.4.1 （株）地域協働推進機構 1,461,600 1,461,600

広報広聴事業 点字と声の広報発行業務委託 随契 H22.4.1
社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協
議会

単価契約 執行予定額1,960,875

広報広聴事業 広報紙等配布業務委託 随契 H22.4.1 配達員46人及び７自治会 単価契約 執行予定額8,872,660

公用バス借上経費 公用バス借上 随契 H22.4.1 丸大観光（株） 単価契約 執行予定額2,908,500

高齢者在宅福祉推進事業 緊急時通報システム事業 随契 H22.4.1 （株）ニチアコミュニケーション 単価契約 執行予定額6,331,600

高齢者在宅福祉推進事業 移送支援サービス事業 随契 H22.4.1 （株）福祉の街 外3 単価契約 執行予定額3,093,336



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名

契約
方法

契約日 契　約　業　者　名

国民健康保険事務費
国民健康保険診療報酬明細書（レセプト）点検業
務

随契 H22.4.1 （株）オークス 1,863,466 1,863,466

子ども手当支給システム整備事業 子ども手当支給システム導入業務委託 随契 H22.4.1 （株）ＮＴＴデータ・アイ 7,056,000 7,056,000
繰越明許
H22.4.1～H22.7.31

疾病予防推進助成事業 人間ドック業務 随契 H22.4.1 鶴ヶ島在宅医療診療所 外16 単価契約 執行予定額3,600,000

児童扶養手当支給事業 児童扶養手当にかかるデーター管理業務委託 随契 H22.4.1 （株）電算 2,041,200 2,041,200

住民基本台帳ネットワークシステム管
理

住民基本台帳ネットワークシステム保守管理業務 随契 H22.4.1 （株）ＮＴＴデータ・アイ 1,602,340 1,602,340

小学校運営事業、中学校運営事業 小・中学校校務員業務委託 随契 H22.4.1
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

単価契約 執行予定額13,014,753

小学校施設管理事業／中学校施設管理
事業

児童・生徒の成績処理等管理用コンピュータ保守
業務

随契 H22.4.1 東日本電信電話（株）埼玉支店 1,064,700 1,064,700

小学校施設管理事業／中学校施設管理
事業

自家用電気工作物保安業務 随契 H22.4.1 （財）関東電気保安協会 2,232,430 2,232,430

小・中学校図書館図書整備事業 小・中学校図書館用図書資料購入 随契 H22.4.1 埼玉県書店商業組合 鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額 2,518,000

塵芥処理事業 汚泥等収集運搬業務 随契 H22.4.1 クリーンシステム（株） 単価契約 執行予定額2,094,750

塵芥処理事業 汚泥等処理業務 随契 H22.4.1 三栄管理興業（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額2,101,050

塵芥処理事業 不法投棄物市内パトロール業務 随契 H22.4.1
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

単価契約 執行予定額1,004,640

総合行政情報管理事業
住民記録・税務情報システムに係るセンター処理
業務

随契 H22.4.1 （株）ＮＴＴデータ・アイ 単価契約 執行予定額30,021,495

総合行政情報管理事業 行政情報ネットワークシステム保守管理業務 随契 H22.4.1 （株）ＮＴＴデータ・アイ 2,470,020 2,470,020

総合行政情報管理事業 住民記録・税務情報システム保守管理業務 随契 H22.4.1 （株）ＮＴＴデータ・アイ 単価契約 執行予定額10,882,830

総合行政情報管理事業 情報系サーバ機器保守管理業務 随契 H22.4.1 （株）富士通エフサス関越支社 5,103,000 5,103,000



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名

契約
方法

契約日 契　約　業　者　名

地域ＩＣＴ利活用事業
地域ＩＣＴ利活用事業　システム及びＩＣカード
端末保守委託業務

随契 H22.4.1 （株）地域協働推進機構 1,612,800 1,612,800

地域ＩＣＴ利活用事業 機器レンタル（地域ＩＣＴ利活用事業） 随契 H22.4.1 （株）地域協働推進機構 1,809,360 1,809,360

地域生活支援事業 手話通訳派遣事業等業務 随契 H22.4.1
社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協
議会

11,846,000 11,846,000精算確定金額11,346,968

地域生活支援事業
重度身体障害者等日常生活用具給付等事業におけ
る紙おむつ給付業務

随契 H22.4.1 （株）高橋医科器械店 単価契約 執行予定額2,840,133

庁舎維持管理事業 庁舎エレベーター保守点検業務 随契 H22.4.1 （株）日立ビルシステム東関東支社 1,764,000 1,764,000

庁舎維持管理事業 庁舎空調設備等保守点検及び衛生管理業務 随契 H22.4.1
（株）山武ビルシステムカンパニー
北関東支店

15,120,000 15,120,000

庁舎維持管理事業 庁舎電子複写機借上 随契 H22.4.1 （株）細村 単価契約 執行予定額1,792,494

つどいの広場運営事業 上広谷児童館つどいの広場運営委託 随契 H22.4.1
特定非営利活動法人　鶴ヶ島市学童
保育の会

1,197,000 1,197,000

つどいの広場運営事業 西つどいの広場運営委託 随契 H22.4.1 特定非営利活動法人　鶴ヶ島なごみ 3,170,000 325,500 3,495,500

道水路維持修繕事業 舗装用混合物(加熱合材)等購入 随契 H22.4.1 （株）関東建設 単価契約 執行予定額4,142,250

道水路維持修繕事業 道水路等清掃業務 随契 H22.4.1
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

単価契約 執行予定額9,231,579

道水路維持修繕事業
若葉駅西口エレベーター・エスカレーター保守点
検業務

随契 H22.4.1 東芝エレベーター（株）北関東支社 2,935,800 2,935,800

図書館運営事業 中央図書館エレベーター保守点検業務 随契 H22.4.1
三菱電機ビルテクノサービス（株）
関越支社

1,171,800 1,171,800

図書館運営事業 中央図書館空調・衛生設備保守点検業務 随契 H22.4.1 （株）朝日工業社北関東支店 7,003,500 7,003,500

図書館運営事業 図書館コンピュータシステム保守業務 随契 H22.4.1 日本電子計算（株） 1,300,500 1,300,500

図書館運営事業 図書データベース作成業務 随契 H22.4.1 （株）日版図書館サービス 1,176,000 1,176,000



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名

契約
方法

契約日 契　約　業　者　名

図書等整備事業 図書館図書資料購入 随契 H22.4.1 埼玉県書店商業組合 鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額8,442,000

図書等整備事業 図書館資料（雑誌等）購入 随契 H22.4.1 埼玉県書店商業組合 鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額1,927,226

西公民館運営事業 西公民館冷暖房設備保守点検業務 随契 H22.4.1 （株）ソーセツ狭山支店 2,047,500 2,047,500

任意事業費 紙おむつ購入費助成事業 随契 H22.4.1 （株）成玉舎 単価契約 執行予定額4,019,808

任意事業費 給食サービス事業 随契 H22.4.1 医療法人社団　満寿会 外2 単価契約 執行予定額4,284,200

（ふるさと雇用）コミュニティレスト
ラン事業

コミュニティレストランによる雇用創出事業 随契 H22.4.1
特定非営利活動法人　鶴ヶ島市学童
保育の会

6,818,586 6,818,586精算確定金額6,046,386

（ふるさと雇用）地域映像情報発信支
援事業

地域映像情報発信支援事業 随契 H22.4.1 （株）地域協働推進機構 22,522,193 22,522,193

（ふるさと雇用）農や自然を活かした
まちづくり事業

農や自然を活かしたまちづくり事業 随契 H22.4.1 （株）地域協働推進機構 30,197,001 30,197,001

（ふるさと雇用）福祉機器活用事業 福祉機器活用事業 随契 H22.4.1
社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協
議会

1,665,800 1,665,800精算確定金額1,598,845

文化財保護保存事業 市内遺跡出土遺物整理業務 随契 H22.4.1 鶴ヶ島市遺跡調査会 7,231,330 7,231,330精算確定金額7,163,894

文化財保護保存事業 重機等借上 随契 H22.4.1 （有）嶋田実業 単価契約
執行予定額1,649,550
H22.10.1倒産により契約
解除

文書法規事務費 例規集管理システム維持管理業務 随契 H22.4.1 （株）ぎょうせい 2,438,100 2,438,100

保育所児童給食材料経費 保育所給食用牛乳購入 随契 H22.4.1 （有）協力社 単価契約 執行予定額 2,225,763

放課後児童対策事業 放課後児童対策事業の委託 随契 H22.4.1
特定非営利活動法人　鶴ヶ島市学童
保育の会

61,471,100 2,078,900 63,550,000

放課後児童対策事業 放課後児童対策事業の委託 随契 H22.4.1
特定非営利活動法人　児童クラブと
ぴっくす

5,721,500 5,721,500

包括的支援事業 地域包括支援センター運営業務 随契 H22.4.1 医療法人社団　満寿会 14,000,000 14,000,000円



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名

契約
方法

契約日 契　約　業　者　名

放置自転車防止対策・リサイクル事業 放置自転車防止指導・誘導業務 随契 H22.4.1
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

1,506,855 1,506,855

放置自転車防止対策・リサイクル事業 放置自転車管理保管・返還業務 随契 H22.4.1
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

1,757,700 1,757,700

放置自転車防止対策・リサイクル事業 放置自転車撤去等業務 随契 H22.4.1
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

2,581,320 2,581,320

ホームページ運営事業 携帯電話情報配信ツールＡＳＰ使用料 随契 H22.4.1 日本情報システム（株） 1,575,000 1,575,000

保養所利用助成事業 国民健康保険保養施設委託契約 随契 H22.4.1 鬼怒川プラザホテル 外13 単価契約 執行予定額2,000,000

要介護認定等調査実施事業 要介護認定等に係る認定調査の委託 随契 H22.4.1
社会医療法人社団　新都市医療研究
会[関越]会　外2

単価契約 執行予定額2,016,000

全国学力・学習状況調査 全国学力・学習状況調査の採点集計業務 随契 H22.4.5 東京書籍（株）関東支社 単価契約 執行予定額1,277,556

学校給食運営事業 ボイラー運転保守及び施設清掃業務 随契 H22.4.7
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

単価契約 執行予定額2,433,480

総合行政情報化推進事業 コンビニ収納テスト用帳票作成業務 随契 H22.4.12 ＡＧＳ（株） 2,289,210 2,289,210

土地区画整理事業 市管理地等草刈業務　一本松地区 随契 H22.4.13
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

単価契約 執行予定額2,116,469

総合行政情報化推進事業
住民記録・税務情報システムデータ抽出業務
（二・三回目）

随契 H22.4.15 （株）ＮＴＴデータ・アイ 38,220,000 38,220,000

道水路維持修繕事業
道水路維持管理経費及び街路樹管理委託事業に係
る作業員の年間単価契約

随契 H22.4.15 （有）仲丸造園 外15 単価契約 執行予定額11,875,121

道水路維持修繕事業
道水路維持管理経費及び街路樹管理委託事業に係
る重機借上

随契 H22.4.15 （有）仲丸造園 外15 単価契約 執行予定額7,109,445

道水路維持修繕事業 道路維持管理に伴う汚泥処分業務 随契 H22.4.15 三栄管理興業（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額1,432,150

道水路維持修繕事業 市道補修用材料購入 随契 H22.4.15 廣嶋建材店　関越生コン工場 単価契約 執行予定額1,117,200

土地区画整理事業 権利再調査及び選挙人名簿作成業務 随契 H22.4.16 昭和(株)埼玉支社 1,102,500 1,102,500
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成人保健事業 結核・肺がん検診業務委託 随契 H22.4.20 （社）坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額4,314,749

公用車管理事業 公用自動車購入 随契 H22.4.21 埼玉日産自動車（株）鶴ヶ島店 2,801,349 2,801,349

公園みどり管理事業 新田・南西部地区等公園予定地除草業務 随契 H22.4.22
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

単価契約 執行予定額1,782,175

小学校運営事業／小学校教育振興事業
中学校運営事業／中学校教育振興事業

炭酸カルシウム購入 随契 H22.4.22 ニューセイボー坂戸スポーツ 単価契約 執行予定額1,467,900

小学校運営事業／中学校運営事業 塩化カルシウム購入 随契 H22.4.22 越健産業（株） 単価契約 執行予定額1,343,475

教職員及び児童健康管理事業／教職員
及び生徒健康管理事業

県費教職員健康診断業務 随契 H22.4.23 医療法人刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額2,459,919

課税事務費 固定資産土地評価業務 随契 H22.4.26 朝日航洋（株）埼玉支店 21,630,000 21,630,000

小学校運営事業／中学校運営事業 プール用薬品等購入 随契 H22.4.26 不二薬品産業（株） 単価契約 執行予定額1,828,050

成人保健事業 胃がん検診・乳がん検診業務委託 随契 H22.4.28 （財）埼玉県健康づくり事業団 単価契約 執行予定額14,396,809

土地区画整理事業
埋蔵文化財発掘調査整理業務（北権現遺跡［第6
次・第7次・第10次］）

随契 H22.4.28 鶴ヶ島市遺跡調査会 1,700,000 1,700,000精算確定金額1,598,139

学校給食センター更新施設整備事業
学校給食センター更新施設整備事業ＰＦＩアドバ
イザリー業務

入札 H22.4.30
玉野総合コンサルタント（株）埼玉
事務所

13,965,000 13,965,000
債務負担行為
H22.4.30～H24.3.30

共通消耗品集中管理事業 ＰＰＣ用紙（Ａ４）購入（上半期分） 入札 H22.4.30 （有）新井商店 単価契約 執行予定額2,052,750

公園みどり管理事業 運動公園樹木管理業務 入札 H22.4.30 藤関造園 7,801,500 7,801,500

公園みどり管理事業 運動公園芝生管理業務 入札 H22.4.30 （有）仲丸造園 12,211,500 12,211,500

小学校施設管理事業 空調機等切替保守点検業務Ａ 入札 H22.4.30 入間空調（株） 4,336,500 4,336,500

小学校施設管理事業／中学校施設管理
事業

空調機等切替保守点検業務Ｂ 入札 H22.4.30 （株）深井設備工事 4,179,000 4,179,000
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道水路維持修繕事業 道水路草刈業務 入札 H22.4.30 （株）三幸 単価契約 執行予定額9,147,075

成人保健事業
健康増進事業（がん検診、骨粗しょう症検診、肝
炎ウイルス検診）業務委託

随契 H22.5.7 （社）坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額21,190,440

介護保険事務費
介護保険システムインターフェイス作成等業務委
託

随契 H22.5.17 日本電子計算（株） 7,035,000 7,035,000

介護保険事務費
介護保険システムソフトウェア及びハードウェア
セットアップ作業等業務委託

随契 H22.5.17 日本電子計算（株） 2,730,000 2,730,000

保険料賦課徴収事務費
介護保険料当初賦課に伴う納入通知書等作成及び
封入封緘作業委託

随契 H22.5.19 日本電子計算（株） 1,312,500 1,312,500

農業交流センター運営事業 除草管理業務 随契 H22.5.21
（社）鶴ヶ島市シルバー人材セン
ター

1,216,530 1,216,530

特定健康診査等事業 特定健康診査・特定保健指導委託業務 随契 H22.5.27 （社）坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額44,539,191

特定保健指導事業 特定健康診査・特定保健指導業務委託 随契 H22.5.27 （社）坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額1,303,000

介護予防事業費 生活機能評価事業 随契 H22.5.28 （社）坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額12,190,750

公園みどり管理事業 脚折近隣公園外１７公園樹木管理業務 入札 H22.5.28 岡野造園 2,289,000 2,289,000

公園みどり管理事業 鶴ヶ島南近隣公園外１５公園樹木管理業務 入札 H22.5.28 （株）松本造園鶴ヶ島支店 2,362,500 2,362,500

公園みどり管理事業 川鶴遊歩道樹木管理業務 入札 H22.5.28 （有）仲丸造園 3,517,500 3,517,500

公園みどり管理事業 富士見中央近隣公園外１５公園樹木管理業務 入札 H22.5.28 （有）大井造園土木 7,539,000 7,539,000

公共施設保安管理事業 公共施設消防設備保守点検業務 入札 H22.5.28 坂戸防災（株） 3,349,500 3,349,500

小学校施設管理事業／中学校施設管理
事業

消防設備保守点検業務 入札 H22.5.28 東洋防災（株） 1,953,000 1,953,000

総合行政情報管理事業 カートリッジリサイクルトナー購入 入札 H22.5.28 （株）埼玉ディエスジャパン 単価契約 執行予定額1,008,000
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庁舎維持管理事業 庁舎植栽管理業務 入札 H22.5.28 （有）仲丸造園 4,221,000 4,221,000

道水路維持修繕事業 側溝清掃業務及び集水桝清掃業務委託 入札 H22.5.28 （株）昇竜川越支店 単価契約 執行予定額1,312,123

道水路維持修繕事業 道路排水施設清掃『共同作業』業務委託 入札 H22.5.28
ホワイト浚渫工事（有）鶴ヶ島営業
所

単価契約 執行予定額1,222,200

市内公共交通実証運行事業 市内公共交通実証運行事業業務 随契 H22.6.1 （社）日本交通計画協会 11,369,904 11,369,904

総合行政情報化推進事業 戸籍システム連携用文字テーブル検証等業務 随契 H22.6.1
富士ゼロックスシステムサービス
（株）公共システム事業部営業統括
部首都圏支店

1,029,000 1,029,000

後期高齢者健康診査事業 後期高齢者健康診査業務 随契 H22.6.3 （社）坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額14,556,430

参議院議員選挙執行経費
参議院議員通常選挙ポスター掲示場設置・撤去業
務

随契 H22.6.9 選挙設備工業（株） 1,467,165 1,467,165

中学校教育振興事業 柔道畳購入 入札 H22.6.11 鶴ケ島衣料品事業（同） 2,805,600 2,805,600

道水路維持修繕事業 街路樹管理業務　市道５４７－１号線外６ 入札 H22.6.11 藤関造園 8,116,500 8,116,500

道水路維持修繕事業 街路樹管理業務　市道９２７号線外７ 入札 H22.6.11 （株）後藤緑化 7,801,500 7,801,500

道水路維持修繕事業 街路樹管理業務　市道７５０号線外１５ 入札 H22.6.11 （有）大井造園土木 9,712,500 9,712,500

図書館運営事業 中央図書館植栽管理業務 入札 H22.6.11 （有）仲丸造園 1,522,500 1,522,500

小学校教育振興事業／中学校教育振興
事業

体育備品購入 随契 H22.6.14 マツザキスポーツ 外4 2,069,193 2,069,193

成人保健事業
女性特有のがん検診（子宮頸がん検診、乳がん検
診）業務委託　個別検診

随契 H22.6.14 （社）坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額7,793,100

成人保健事業
女性特有のがん検診（乳がん検診）業務委託　集
団検診

随契 H22.6.14 （財）埼玉県健康づくり事業団 単価契約 執行予定額2,745,042

成人保健事業
骨粗しょう症検診における骨密度（骨塩量）測定
業務

随契 H22.6.30
医療法人　クレモナ会　ティーエム
クリニック

単価契約 執行予定額1,890,000
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小学校運営事業 児童用机・椅子の修繕 随契 H22.7.7 （株）ノア 1,091,422 1,091,422

学校給食運営事業 食器消毒保管機購入 入札 H22.7.9 （株）中西製作所北関東支店 2,955,750 2,955,750

公園みどり管理事業 樹木チップ化及び敷き均し業務 入札 H22.7.9 （有）大井造園土木 単価契約 執行予定額6,372,450

小学校施設管理事業／中学校施設管理
事業

小・中学校便所排水管清掃業務 入札 H22.7.9 毛呂山清掃（株） 2,226,000 2,226,000

周期統計調査経費 国勢調査事務に係る労働者派遣委託業務 随契 H22.7.15 テンプスタッフ（株）川越オフィス 単価契約 執行予定額4,051,299

住民基本台帳ネットワークシステム管
理

住民基本台帳ネットワークシステム保守管理業務 随契 H22.7.28 ＡＧＳ（株） 1,334,840 1,334,840

総合行政情報管理事業
総合行政情報システムに係るセンター処理業務
（印刷分）

随契 H22.7.28 ＡＧＳ（株） 単価契約 執行予定額3,893,452

総合行政情報管理事業
総合行政情報システムに係るセンター処理業務
（委託分）

随契 H22.7.28 ＡＧＳ（株） 単価契約 執行予定額15,566,761

総合行政情報化推進事業 総合行政情報システム保守管理業務 随契 H22.7.28 ＡＧＳ（株） 31,503,984 31,503,984

総合行政情報化推進事業 総合行政情報システム使用貸借 随契 H22.7.28 ＡＧＳ（株） 7,585,200 7,585,200

課税事務費 時点修正業務 随契 H22.7.30 （社）埼玉県不動産鑑定士協会 1,433,292 1,433,292

公園みどり管理事業 公園樹木剪定業務 入札 H22.8.11 （株）後藤緑化 4,042,500 4,042,500

総合行政情報化推進事業 プリンタトナー購入 入札 H22.8.11
キヤノンシステムアンドサポート
（株）埼玉大手営業部

1,860,831 1,860,831

道水路管理事業 道路台帳補正業務 入札 H22.8.11 西武測量設計（株）鶴ヶ島支店 2,541,000 2,541,000

職員厚生事業 職員健康診断委託業務 随契 H22.9.1 医療法人刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額 5,303,508

共通消耗品集中管理事業 ＰＰＣ用紙（Ａ４）購入（下半期分） 入札 H22.9.15 （有）やなぎさわ教材 単価契約 執行予定額2,231,250
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小学校施設管理事業 新町小学校校舎借上(第２期) 入札 H22.9.15 大和リース（株）さいたま支店 30,202,200 30,202,200
債務負担行為
H23.4.1～H26.3.31

感染症予防対策事業
住所地外インフルエンザ予防接種相互乗入れ委託
契約

随契 H22.9.22 （社）埼玉県医師会 単価契約 執行予定額1,576,400

課税事務費 平成24基準年度固定資産税標準宅地鑑定評価業務 随契 H22.10.22 （社）埼玉県不動産鑑定士協会 7,875,000 7,875,000

課税事務費
地方税電子申告及び国税連携に伴うASPサービス業
務

随契 H22.10.28 （株）TKC 4,116,000 4,116,000

赤ちゃんの駅整備事業 赤ちゃんの駅備品購入① 随契 H22.11.12
福島商事（株）／（株） ムトー
セーフ

単価契約 執行予定額 2,451,697

社会科副読本改訂事業 小学校社会科副読本印刷製本 随契 H22.11.15 （株）埼玉総合宣伝センター 2,999,955 2,999,955

学校給食運営事業 調理用備品購入 随契 H22.11.19 （株）中西製作所北関東支店 単価契約 執行予定額1,566,600

課税事務費
国税（所得税確定申告）データ連携に伴うシステ
ム改修業務

随契 H22.12.1 ＡＧＳ（株） 2,478,000 2,478,000

総合行政情報化推進事業 総合行政情報システム改修等業務 随契 H22.12.13 ＡＧＳ（株） 1,837,500 1,837,500

一本松地区整備事業 建物物件調査積算業務　一本松地区 入札 H22.12.20 日南技術（株） 3,181,500 3,181,500

災害対策事業 防災備蓄物資パック加工業務 入札 H22.12.20 船山（株）東京本店 1,285,200 1,285,200

小学校施設管理事業／中学校施設管理
事業

小中学校窓ガラス清掃業務 入札 H22.12.20 （有）戸口工業 2,246,932 2,246,932

小学校施設管理事業 小学校樹木剪定業務 入札 H22.12.20 藤関造園 2,362,500 2,362,500

中学校施設管理事業 中学校樹木剪定業務 入札 H22.12.20 （有）仲丸造園 1,722,000 1,722,000

地域子育て支援推進事業 三人乗り自転車購入 随契 H23.1.14 鶴ヶ島市自転車小売商組合 2,194,500 2,194,500

感染症予防対策事業 行政措置に基づき実施する予防接種事業委託 随契 H23.1.18 （社）坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額7,243,000



（単位　　円）

契　　約　　金　　額

契約金額 変更金額 合計金額
備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名

契約
方法

契約日 契　約　業　者　名

介護保険事務費
高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画策定業
務

入札 H23.1.21 アシスト（株） 2,908,500 2,908,500
債務負担行為
H23.1.21～H24.3.31

学校給食運営事業 牛乳用冷蔵庫購入 入札 H23.1.21 （株）中西製作所北関東支店 1,092,000 1,092,000

外国語指導助手設置事業 外国語指導助手業務 随契 H23.2.3
（株）Ｊａｐａｎ　Ａｄｏｖａｎｃ
ｅｄ　Ｌａｂｏｒ　Ｓｔａｆｆ　Ｓ
ｅｒｉｃｅ　朝霞営業所

単価契約
債務負担行為
Ｈ23.4.1～Ｈ24.3.31
執行予定額12,429,375

小学校施設管理事業／中学校施設管理
事業

管理備品購入 随契 H23.2.8 （株）ムトーセーフ 外2 1,872,465 1,872,465

議会運営事業 議会会議録調製委託業務 随契 H23.2.16 (株)会議録センター 単価契約
債務負担行為
H23.2.23～H24.3.31
執行予定額4,148,287

総合行政情報管理事業
キヤノン製レーザプリンタＬＢＰ３８００の修繕
業務

随契 H23.3.1
キヤノンシステムアンドサポート
（株）埼玉大手営業部

1,212,030 1,212,030

市内公共交通実証運行事業
市内公共交通実証運行事業における使用車両の塗
装等委託業務

随契 H23.3.3 埼玉トヨペット（株）鶴ヶ島支店 1,587,600 1,587,600

国民健康保険事務費
レセプト審査支払システム等最適化に伴うシステ
ム改修業務

随契 H23.3.18 ＡＧＳ（株） 2,992,500 2,992,500


