
   （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 ＬＰガス（小口） 随契 H25.4.1 鶴ヶ島給油所田中油店 単価契約 執行予定額 2,753,199

各施設維持管理経費 Ａ重油（大口） 随契
H25. 4. 1
H25. 6.28

鶴ヶ島給油所田中油店／（有）村田石
油

単価契約 執行予定額 6,720,000

各施設維持管理経費 特Ａ重油（小口） 随契

H25. 4. 1
H25. 6.28
H25. 9.30
H25.12.26

田島石油（株）／（有）村田石油 単価契約 執行予定額 5,974,459

各施設維持管理経費 灯油（小口） 随契
 H25.  9. 30
 H25.12. 26

鶴ヶ島給油所田中油店／田島石油
（株）

単価契約 執行予定額 2,172,945

各施設運営事業 浄化槽維持管理業務 随契 H25.4.1 加藤商事（株） 3,475,500 3,475,500

各施設運営事業 浄化槽維持管理業務 随契 H25.4.1 （有）安川商事 4,515,000 4,515,000

各施設運営事業 浄化槽維持管理業務 随契 H25.4.1 （有）正和清掃社 2,357,250 △ 139,250 2,218,000

介護予防事業費 介護予防デイサービス事業 随契 H25.4.1 医療法人社団　満寿会　外3 単価契約 執行予定額 9,870,000

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 H25.4.1 （株）ＴＫＣ 3,792,600 3,792,600

課税事務費 総合行政システムに係る委託処理業務（税務分） 随契 H25.4.1 ＡＧＳ（株） 単価契約 執行予定額 19,005,502

課税事務費 総合行政システムに係る印刷処理業務（税務分） 随契 H25.4.1 ＡＧＳ（株） 単価契約 執行予定額 3,422,527

学校給食運営事業 浄化槽維持管理業務 随契 H25.4.1 毛呂山清掃（株） 単価契約 執行予定額 2,057,713

家庭保育室運営支援事業 家庭保育室入所委託 随契 H25.4.1 保育所ちびっこランドわかば園　外5 単価契約 執行予定額 2,838,300

感染症予防対策事業 予防接種業務委託 随契 H25.4.1 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 166,423,800

感染症予防対策事業
住所地外定期予防接種（インフルエンザを除く）相互乗
入れ委託

随契 H25.4.1 一般社団法人　埼玉県医師会 単価契約 執行予定額 4,963,000

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

感染症予防対策事業 埼玉県立小児医療センターとの予防接種業務委託 随契 H25.4.1 埼玉県立小児医療センター 単価契約 執行予定額 1,125,530

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 H25.4.1 （株）第一臨床医学検査センター 単価契約 執行予定額 1,163,452

共通消耗品集中管理事業 共通消耗品購入 随契 H25.4.1 （有）新井商店　外13 単価契約 執行予定額 23,360,530

公園管理事業 公園施設等清掃管理業務 随契 H25.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

15,117,900 △ 700,350 14,417,550

公園管理事業 運動公園日常管理等清掃業務 随契 H25.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

23,173,500 23,173,500

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 H25.4.1
（一財）関東電気保安協会 埼玉事業本
部

3,052,476 3,052,476

公共施設予約運営事業 公共施設予約システム　システム保守委託業務 随契 H25.4.1 （株)地域協働推進機構 1,260,000 1,260,000

公共施設予約運営事業
公共施設予約システム　機器レンタル及びサーバハウ
ジングﾞ業務

随契 H25.4.1 （株)地域協働推進機構 2,431,800 2,431,800

広報広聴事業 点字と声の広報発行業務 随契 H25.4.1
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 2,023,875

広報広聴事業 広報紙等配布業務委託 随契 H25.4.1 広報配達員 単価契約 執行予定額 9,257,832

公用バス借上事業 公用バス借上 随契 H25.4.1 丸大観光（株） 単価契約 執行予定額 2,520,000

公立保育所運営事業 保育所給食用牛乳購入 随契 H25.4.1 （有）協力社 単価契約 執行予定額 2,507,116

高齢者在宅福祉推進事業 緊急時通報システム事業業務 随契 H25.4.1 （株）ニチアコミュニケーション 単価契約 執行予定額 5,456,000

高齢者在宅福祉推進事業 移送支援サービス事業（移送業務） 随契 H25.4.1 （有）三芳野タクシー　外3 単価契約 執行予定額 1,991,142

高齢者在宅福祉推進事業 高齢者等緊急ごみ戸別収集サービス事業 随契 H25.4.1 石川商事（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額 1,144,227

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 H25.4.1 （株）ニチイ学館 1,370,880 1,370,880



（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

国民健康保険税賦課徴収事務費
総合行政情報システムに係る委託処理業務（国保税
分）

随契 H25.4.1 ＡＧＳ（株） 単価契約 執行予定額 2,654,904

戸籍・住民基本台帳管理運営事業 住民基本台帳ネットワークシステム保守管理業務 随契 H25.4.1 ＡＧＳ（株） 1,668,550 1,668,550

子育て支援施設運営事業 発育支援センター看護師派遣業務 随契 H25.4.1 （株）アスカクリエート 単価契約 執行予定額 1,728,064

疾病予防推進助成事業 人間ドック業務 随契 H25.4.1 鶴ヶ島在宅医療診療所　外16 単価契約 執行予定額 3,800,000

社会参加促進事業 手話通訳派遣事業等業務 随契 H25.4.1
社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協議
会

13,050,000 13,050,000 精算確定金額 12,924,548

収税管理事業 コンビニエンスストア収納代行業務 随契 H25.4.1 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 単価契約 執行予定額 4,924,500

収税管理事業 総合行政情報システムに係る委託処理業務（収税分） 随契 H25.4.1 ＡＧＳ（株） 単価契約 執行予定額 3,315,704

収税管理事業 総合行政情報システムに係る印刷処理業務（収税分） 随契 H25.4.1 ＡＧＳ（株） 単価契約 執行予定額 1,617,735

小学校運営事業／中学校運営事業 鶴ヶ島市立小学校及び中学校清掃等業務委託 随契 H25.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

15,206,885 15,206,885

小学校教育振興事業／中学校教育振興事
業

小中学校教師用教科書及び指導書購入 随契 H25.4.1 （有）早鞆図書 1,528,638 1,528,638

小学校施設管理事業 浄化槽維持管理業務 随契 H25.4.1 太盛運輸（有） 2,415,000 2,415,000

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 H25.4.1
（一財）関東電気保安協会 埼玉事業本
部

2,232,429 2,232,429

人事給与管理事業 e-SUITE人事給与システムの使用賃借 随契 H25.4.1  （株）ジーシーシー 埼玉支社 2,394,000 2,394,000

総合行政情報管理事業 外部接続サーバ等機器保守業務（前期分） 随契 H25.4.1 （株）富士通エフサス関越支社 1,744,722 1,744,722

総合行政情報管理事業 総合行政情報システム使用貸借 随契 H25.4.1 ＡＧＳ（株） 11,730,600 11,730,600

総合行政情報管理事業 総合行政情報システム保守管理業務 随契 H25.4.1 ＡＧＳ（株） 48,430,116 48,430,116



（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

総合行政情報管理事業 複合機保守管理業務 随契 H25.4.1 （株）細村 単価契約 執行予定額 3,755,985

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 H25.4.1 （株）ＮＴＴデータ・アイ 2,302,440 2,302,440

地域ＩＣＴ利活用事業 地域ＩＣＴ利活用事業　システム保守委託業務 随契 H25.4.1 （株)地域協働推進機構 1,354,920 1,354,920

地域ＩＣＴ利活用事業
地域ＩＣＴ利活用事業　機器レンタル及びｻｰﾊﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
業務

随契 H25.4.1 （株)地域協働推進機構 1,593,648 1,593,648

地域環境美化推進事業 汚泥等収集運搬業務 随契 H25.4.1 笹沼商事（株） 単価契約 執行予定額 1,995,525

地域環境美化推進事業 汚泥等処理業務 随契 H25.4.1 三栄管理興業（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額 2,115,750

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 H25.4.1 （株）高橋医科器械店 単価契約 執行予定額 3,039,804

地域生活支援事業 身体障害者等入浴サービス（巡回入浴）事業 随契 H25.4.1 埼玉ライフサービス（株） 単価契約 執行予定額 2,148,000

中学校コンピュータ教育推進事業 コンピュータ機器等保守管理業務 随契 H25.4.1
（株）内田洋行官公自治体ソリューション
事業部

1,071,000 1,071,000

庁舎維持管理事業 庁舎エレベーター保守点検業務 随契 H25.4.1 （株）日立ビルシステム東関東支社 1,814,400 1,814,400

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 H25.4.1
アズビル（株）ビルシステムカンパニー北
関東支店

13,986,000 13,986,000

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 H25.4.1
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 H25.4.1 特定非営利活動法人　鶴ヶ島なごみ 3,170,000 3,170,000

道水路維持修繕事業 道水路等清掃業務 随契 H25.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

単価契約 執行予定額 10,392,304

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 H25.4.1 東芝エレベータ（株）北関東支社 2,935,800 2,935,800

道水路維持修繕事業 道水路維持管理に伴う汚泥処分業務 随契 H25.4.1 三栄管理興業（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額 1,339,250



（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

道水路維持修繕事業 舗装用混合物（加熱合材）等購入 随契 H25.4.1 （株）関東建設 単価契約 執行予定額 3,646,650

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 H25.4.1 （株）朝日工業社北関東支店 7,003,500 7,003,500

図書館運営事業 中央図書館エレベーター保守点検業務 随契 H25.4.1
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 図書館コンピュータ・システム保守業務 随契 H25.4.1 日本電子計算（株） 2,394,000 2,394,000

図書館運営事業 図書館データベース作成業務 随契 H25.4.1 （株）日販図書館サービス 1,176,000 1,176,000

図書等整備事業 図書館図書資料購入 随契 H25.4.1 埼玉県書店商業組合　鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額 8,954,000

図書等整備事業 図書館資料（雑誌等）購入 随契 H25.4.1 埼玉県書店商業組合　鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額 2,286,412

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 H25.4.1 （有）桜井電気 1,732,500 1,732,500

任意事業費 給食サービス事業業務委託 随契 H25.4.1 医療法人社団　満寿会　外2 単価契約 執行予定額 3,575,600

任意事業費 紙おむつ購入費助成事業 随契 H25.4.1 （株）成玉舎第一営業所 単価契約 執行予定額 3,362,825

ファミリーサポートセンター運営事業 ファミリーサポートセンター事業運営業務 随契 H25.4.1
社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協議
会

2,910,000 2,910,000

文化財保護保存事業 市内遺跡出土遺物整理業務 随契 H25.4.1 鶴ヶ島市遺跡調査会 5,708,004 5,708,004 精算確定金額 5,684,689

文化財保護保存事業 重機等借上 随契 H25.4.1 （株）大新 単価契約 執行予定額 2,152,634

文書法規事務費 例規集管理システム維持管理業務 随契 H25.4.1 （株）ぎょうせい 2,438,100 2,438,100

放課後児童対策事業 放課後児童対策事業運営業務 随契 H25.4.1
特定非営利活動法人　鶴ヶ島市学童保
育の会

76,158,500 76,158,500

放課後児童対策事業 放課後児童対策事業運営業務 随契 H25.4.1
特定非営利活動法人　児童クラブと
ぴっくす

6,889,500 6,889,500



（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

包括的支援事業費 地域包括支援センター（東部地区）業務委託 随契 H25.4.1 医療法人社団　満寿会 15,960,000 15,960,000

包括的支援事業費 地域包括支援センター（北西部地区）業務委託 随契 H25.4.1
社会医療法人社団　新都市医療研究
会〔関越〕会

15,605,000 15,605,000

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 H25.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

1,597,082 1,597,082

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 H25.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

2,571,479 2,571,479

保養所利用助成事業 国民健康保険保養施設委託 随契 H25.4.1 鹿澤館　外6 単価契約 執行予定額 1,500,000

学校給食運営事業 学校給食配送・配膳業務 随契 H25.4.5 東上通運（株） 16,074,240 16,074,240

小学校教育振興事業／中学校教育振興事
業

知能検査用紙購入 随契 H25.4.8 （有）安藤芳文堂 単価契約 執行予定額 1,009,000

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 H25.4.12 （有）新井商店 単価契約 執行予定額1,413,090

戸籍・住民基本台帳管理運営事業 戸籍副本データ管理システム対応業務委託 随契 H25.4.15
富士ゼロックスシステムサービス（株） 営
業本部　公共システム営業事業部　首
都圏支店

1,522,500 1,522,500

参議院議員選挙執行経費 投票用紙分類機購入 随契 H25.4.16 グローリー（株） 東日本支店 5,360,250 5,360,250

道水路維持修繕事業 道水路維持管理修繕に係る作業員の年間単価契約 随契 H25.4.16 （株）大新　外18 単価契約 執行予定額 12,999,525

道水路維持修繕事業 道水路維持管理修繕に係る重機借上 随契 H25.4.16 （株）大久保組　外16 単価契約 執行予定額 10,110,135

土地区画整理事業 土地区画整理事業に係る重機借上　一本松地区 随契 H25.4.16 （株）大久保組　外7 単価契約 執行予定額 2,492,805

がん予防対策事業 結核・肺がん検診業務委託 随契 H25.4.19 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 3,788,847

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 H25.4.19 （株）前島商店／不二薬品産業（株） 単価契約 執行予定額 1,871,100

小学校空調設備設置事業（工事）
小学校校舎空調設備設置及び防水等改修工事監理業
務

随契 H25.4.22 飯村設備設計 3,811,500 3,811,500
繰越明許
H25.5.29～H25.9.30



（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

小学校体育館耐震補強事業（工事）
栄小学校体育館耐震補強及び防水等改修工事監理業
務

随契 H25.4.22 （株）第一建築設計事務所 1,837,500 1,837,500
繰越明許
H25.5.29～H25.9.30

中学校体育館耐震補強事業（工事） 中学校体育館耐震補強及び防水等改修工事監理業務 随契 H25.4.22 （株）新日本設計 2,310,000 2,310,000
繰越明許
H25.5.29～H25.9.30

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 H25.4.23 越健産業（株） 単価契約 執行予定額 1,496,250

共通消耗品集中管理事業 トイレットペーパー購入 入札 H25.4.30 （有）サンゼン 単価契約 執行予定額 1,496,460

公園管理事業 運動公園芝生管理業務 入札 H25.4.30 （有）仲丸造園 12,264,000 12,264,000

公園管理事業 運動公園樹木管理業務 入札 H25.4.30 （株）後藤緑化 8,295,000 8,295,000

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 H25.4.30 大野消防設備（株） 3,276,000 3,276,000

小学校施設管理事業 空調機等切替保守点検業務Ａ 入札 H25.4.30 埼玉設備工業（株） 4,179,000 4,179,000

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 H25.4.30 （株）深井設備工事 3,937,500 3,937,500

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 H25.4.30 オリエント防災工業（株） 1,939,350 1,939,350

道水路維持修繕事業 道水路草刈業務 入札 H25.4.30 （株）三幸 単価契約 執行予定額 8,304,792

道水路維持修繕事業 道路排水施設清掃『共同作業』業務 入札 H25.4.30 三栄管理興業（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額 1,260,000

道水路維持修繕事業 側溝清掃業務及び集水桝清掃業務 入札 H25.4.30 笹沼商事（株） 単価契約 執行予定額 1,049,533

土地区画整理事業 草刈業務　一本松地区 随契 H25.4.30
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

単価契約 執行予定額 2,337,129

土地区画整理事業 草刈・落葉清掃業務　若葉駅西口地区 随契 H25.4.30
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

単価契約 執行予定額 1,028,626

みどりの保全事業 樹木チップ化及び敷き均し業務 入札 H25.4.30 （有）大井造園土木 単価契約 執行予定額 9,702,000



（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

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・心音図健診業務 随契 H25.5.1 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 4,521,825

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 H25.5.1 医療法人　刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額 2,251,515

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 H25.5.1 埼玉県書店商業組合鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額 2,467,000

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 H25.5.1
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 1,228,500

がん予防対策事業 胃がん検診・乳がん検診業務委託 随契 H25.5.10
一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会／
公益財団法人　埼玉県健康づくり事業
団

単価契約 執行予定額 16,446,097

中学校空調設備設置事業（設計） 中学校校舎空調設備設置工事設計業務 随契 H25.5.10 飯村設備設計 8,820,000 8,820,000

庁舎維持管理事業 庁舎植栽管理業務（人力除草） 随契 H25.5.10
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

単価契約 執行予定額 1,183,807

がん予防対策事業／成人保健事業
健康増進事業（大腸がん検診、子宮頸がん検診、骨粗
しょう症検診、肝炎ウイルス検診）及びがん検診推進事
業業務委託

随契 H25.5.14 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 25,536,850

土地区画整理事業
埋蔵文化財発掘調査業務　北権現遺跡（第１３次）　若
葉駅西口地区

随契 H25.5.16 鶴ヶ島市遺跡調査会 2,850,000 2,850,000 精算確定金額 2,759,855

公園管理事業 富士見中央近隣公園外１７公園樹木管理業務 入札 H25.5.21 （有）大井造園土木 7,644,000 7,644,000

公園管理事業 川鶴遊歩道樹木管理業務 入札 H25.5.21 並木造園（株）鶴ヶ島支店 3,549,000 3,549,000

公園管理事業 脚折近隣公園外２０公園樹木管理業務 入札 H25.5.21 （株）後藤緑化 2,961,000 2,961,000

公園管理事業 鶴ヶ島南近隣公園外１６公園樹木管理業務 入札 H25.5.21 藤関造園 2,835,000 2,835,000

財産管理事務費 分筆測量業務 入札 H25.5.21 日南技術（株） 5,722,500 5,722,500

庁舎維持管理事業 庁舎植栽管理業務 入札 H25.5.21 （有）仲丸造園 4,252,500 4,252,500

道水路維持修繕事業 路面性状調査業務 入札 H25.5.21 ニチレキ（株）埼玉営業所 1,081,500 222,600 1,304,100
繰越明許
H25.5.21～H25.7.31
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土地区画整理事業 街区点杭打等業務　一本松地区 随契 H25.5.23 昭和（株） 埼玉支社 単価契約 執行予定額 2,499,849

土地区画整理事業 街区点杭打等業務　若葉駅西口地区 随契 H25.5.23 日本測地設計（株）埼玉支店 単価契約 執行予定額 2,195,343

農業交流センター運営事業 農業交流センター除草管理業務 随契 H25.5.23
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

1,340,850 1,340,850

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 H25.5.27 日本電子計算（株） 1,381,800 1,381,800

特定健康診査等事業 特定健康診査・特定保健指導業務委託 随契 H25.5.28 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 51,660,298

課税事務費 固定資産土地評価業務 随契 H25.5.29 朝日航洋（株）埼玉支店 16,170,000 16,170,000

小学校教育振興事業／中学校教育振興事
業

教材備品購入 随契 H25.5.29 田島教材（有）  外6 1,414,427 1,414,427

後期高齢者健康診査事業 後期高齢者医療健康診査業務 随契 H25.6.1 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 16,348,580

学校図書館資料ネットワーク化推進事業 小・中学校図書館蔵書データ作成業務委託 随契 H25.6.3 （株）日販図書館サービス 4,662,000 4,662,000

市内公共交通運行事業 公共交通運行事業見直し業務 随契 H25.6.3 公益社団法人　日本交通計画協会 5,145,000 5,145,000

参議院議員選挙執行経費
参議院議員通常選挙に伴う当日投票管理用パソコンの
レンタル

随契 H25.6.5 ＡＧＳ（株） 1,828,680 1,828,680

参議院議員選挙執行経費
参議院議員埼玉県選出議員選挙ポスター掲示場設置・
撤去業務

随契 H25.6.7 （株）コーエー 1,074,675 1,074,675

介護予防事業費 介護予防水中運動教室実施委託 随契 H25.6.14 （株）コナミスポーツ＆ライフ 1,398,936 1,398,936

災害対策事業 アルファ化米購入 入札 H25.6.21 （株）サイボウ 1,067,797 1,067,797

災害対策事業 プライベートルーム購入 入札 H25.6.21 星野総合商事（株） 1,438,710 1,438,710

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 H25.6.21 笹沼商事（株） 2,394,000 2,394,000
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道水路維持修繕事業 街路樹管理業務　市道５４７－１号線外８ 入札 H25.6.21 藤関造園 10,059,000 10,059,000

道水路維持修繕事業 街路樹管理業務　市道７５０号線外１３ 入札 H25.6.21 （有）大井造園土木 8,631,000 8,631,000

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 H25.6.21 （有）仲丸造園 7,696,500 7,696,500

道水路維持修繕事業 街路樹管理業務　市道１２３７号線外７ 入札 H25.6.21 岡野造園 4,116,000 4,116,000

道水路維持修繕事業 橋梁長寿命化修繕計画策定業務 入札 H25.6.21 （株）橋梁コンサルタントさいたま事務所 2,047,500 2,047,500

図書館運営事業 中央図書館植栽管理業務 入札 H25.6.21 （株）後藤緑化 1,890,000 1,890,000

生活保護事務費
平成25年8月基準改定に基づく生活保護等システム改
修業務

随契 H25.6.26
（株）日立システムズ関東甲信越支社営
業本部

2,047,500 2,047,500

小学校運営事業 児童用机・椅子修繕 随契 H25.6.27 （株）ノア 1,003,852 1,003,852

ホームページ運営事業 コンテンツマネジメントシステム保守管理業務 随契 H25.7.1 （株)地域協働推進機構 1,323,000 1,323,000

ホームページ運営事業 コンテンツマネジメントシステム改修業務 随契 H25.7.1 （株)地域協働推進機構 1,711,500 △315,000 1,396,500

小学校運営事業／中学校運営事業 緊急情報の一斉連絡配信システム導入 随契 H25.7.5 （株）ＮＴＴデータ・アイ 1,621,935 1,621,935

庁舎維持管理事業 多目的トイレ自動ドア駆動装置取替修繕 随契 H25.7.12
寺岡オート・ドアシステム（株）埼玉営業
所

1,092,000 1,092,000

学校給食運営事業 学校給食センター汚水処理施設最終処理業務 入札 H25.7.18 毛呂山清掃（株） 単価契約 執行予定額 9,964,500

小学校施設管理事業／中学校施設管理事
業

小中学校消火器購入 入札 H25.7.18 旭ダイヤモンド産業（株） 1,330,250 1,330,250

道水路維持修繕事業 橋梁点検業務 入札 H25.7.18 共和コンサルタント（株） 19,950,000 19,950,000
繰越明許
H25.7.18～H25.12.25

農業大学校用地活用事業 農業大学校周辺地域整備検討業務 随契 H25.7.19 ランドブレイン(株) 3,369,450 3,369,450
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財政事務費 財務会計システム　データ移行業務 随契 H25.7.23 ジャパンシステム（株） 1,212,750 1,212,750

課税事務費 時点修正業務 随契 H25.8.1
公益社団法人  埼玉県不動産鑑定士協
会

1,648,920 1,648,920

道水路管理事業 道路台帳補正業務 入札 H25.8.13 西武測量設計（株）鶴ヶ島支店 3,097,500 3,097,500

公立保育所運営事業 保育所職員健康診断 随契 H25.8.22 医療法人　刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額 1,046,997

職員厚生事業 職員健康診断業務 随契 H25.8.28 医療法人　刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額 4,657,905

介護予防事業費 二次予防事業対象者把握業務 入札 H25.9.17 （株）現代けんこう出版 4,116,000 4,116,000

公園管理事業 公園樹木剪定業務 入札 H25.9.17 （株）後藤緑化 4,567,500 4,567,500

地域医療体制整備事業 在宅医療推進事業 随契 H25.9.24 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 1,465,700 1,465,700

総合行政情報管理事業 外部接続サーバ等機器保守業務（後期分） 随契 H25.9.30 （株）富士通エフサス関越支社 1,723,050 1,723,050

市長選挙執行経費
鶴ヶ島市長選挙に伴う当日投票管理用パソコンのレン
タル

随契 H25.10.10 ＡＧＳ（株） 1,828,680 △ 961,380 867,300

公用車管理事業 自動車購入 随契 H25.10.18 日産プリンス埼玉販売（株） 3,200,000 3,200,000

感染症予防対策事業
埼玉県住所地外高齢者インフルエンザ予防接種（定期
接種）相互乗り入れ委託

随契 H25.10.19 一般社団法人　埼玉県医師会 単価契約 執行予定額 2,122,500

課税事務費 平成２７基準年度固定資産税標準宅地鑑定評価業務 随契 H25.10.24
公益社団法人  埼玉県不動産鑑定士協
会

7,782,075 7,782,075

介護保険事務費 日常生活圏域ニーズ調査業務 入札 H25.11.1 セコム医療システム（株） 1,896,856 1,896,856

中学校空調設備設置事業（工事） 中学校校舎空調設備設置工事監理業務 随契 H25.11.1 飯村設備設計 3,150,000 3,150,000

土地区画整理事業 残土搬出処分業務　若葉駅西口地区 入札 H25.11.1 （株）東興業鶴ヶ島営業所 16,905,000 16,905,000



（単位　　円）
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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 H25.11.11 （株）埼玉総合宣伝センター 1,299,900 1,299,900

課税事務費 確定申告等受付事務に係る労働者派遣委託業務 入札 H25.11.27 （株）ケー・デー・シーさいたま事務所 単価契約 執行予定額 1,437,660

水土里のふるさと推進事業 ふるさと水辺整備施工管理業務 随契 H25.12.6
特定非営利活動法人　グラウンドワーク
三島

1,858,500 53,100 1,911,600
事故繰越
H25.12.10～H26.4.25

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 H25.12.12 （有）ナカイ 2,223,527 2,223,527

小学校施設管理事業 小学校樹木剪定業務 入札 H25.12.12 （株）山岸造園鶴ヶ島支店 2,499,000 2,499,000

中学校施設管理事業 中学校樹木剪定業務 入札 H25.12.12 （有）大井造園土木 1,879,500 1,879,500

特定保健指導事業 次期特定健診等データ管理システム機器の更新 随契 H26.1.14 ＡＧＳ（株） 1,207,500 1,207,500

国際性を育む教育推進事業 外国語指導助手派遣業務 随契 H26.1.16 （株）こども英会話のミネルヴァ 単価契約
債務負担行為
Ｈ26.5.7～Ｈ27.1.31
執行予定額 13,857,480

一本松地区地区計画住環境整備事業
一本松地区地区計画住環境整備事業に係る作業員の
単価契約

随契 H26.2.18  測技テラノ（株）／日南技術（株） 単価契約 執行予定額 2,603,370

議会運営事業 議会会議録調製業務 随契 H26.2.25 (株)会議録センター 単価契約
債務負担行為
H26.2.26～H27.3.31
執行予定額 4,495,528

土地区画整理事業 仮換地変更業務　若葉駅西口地区 随契 H26.3.14 日本測地設計（株）埼玉支店 1,575,000 1,575,000

市民活動推進事業 市民活動推進センター市民活動推進業務委託 随契 H26.3.20 （株)地域協働推進機構 13,230,000 13,230,000
債務負担行為
H26.4.1～H27.3.31


