
   （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 H24.4.1
ＪＸ日鉱日石エネルギー鶴ヶ島給油所
田中油店

単価契約 執行予定額2,699,975

各施設維持管理経費 Ａ重油（大口） 随契

H24.  4.   1
H24.  6. 29
H24. 10.  1
 H24. 12. 27

田島石油（株）／（有）村田石油 単価契約 執行予定額18,362,400

各施設維持管理経費 特Ａ重油（小口） 随契

H24.  4.   1
H24.  6. 29
H24. 10.  1
 H24. 12. 27

（有）村田石油／ＪＸ日鉱日石エネル
ギー鶴ヶ島給油所　田中油店

単価契約 執行予定額5,083,080

各施設維持管理経費 灯油（小口） 随契
H24. 10.   1
 H24. 12. 27

ＪＸ日鉱日石エネルギー鶴ヶ島給油所
田中油店／田島石油（株）

単価契約 執行予定額2,000,524

各施設維持管理経費 浄化槽維持管理業務 随契 H24.4.1 （有）新東 2,257,500 2,257,500

各施設維持管理経費 浄化槽維持管理業務 随契 H24.4.1 石川商事（株）鶴ヶ島支店 4,515,000 4,515,000

各施設維持管理経費 浄化槽維持管理業務 随契 H24.4.1 （有）正和清掃社 3,328,500 3,328,500

各施設維持管理経費 浄化槽維持管理業務 随契 H24.4.1 （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 H24.4.1 笹沼商事（株） 単価契約 執行予定額4,851,000

介護予防事業費 介護予防デイサービス事業 随契 H24.4.1 医療法人社団　満寿会　外3 単価契約 執行予定額10,119,998

課税事務費 地方電子申告及び国税連携に伴うＡＳＰサービス 随契 H24.4.1 （株）ＴＫＣ 3,792,600 3,792,600

学校給食運営事業 環境負荷測定業務 随契 H24.4.1 （株）熊谷環境分析センター 1,333,500 1,333,500

学校給食運営事業 学校給食センターボイラー保守点検業務 随契 H24.4.1 川重冷熱工業（株） 北関東支店 1,202,250 1,202,250

家庭保育室運営支援事業 家庭保育室入所委託 随契 H24.4.1 保育所ちびっこランドわかば園　外4 単価契約 執行予定額2,999,720

感染症予防対策事業 予防接種業務委託 随契 H24.4.1 社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額145,728,700

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 住所地外小児予防接種相互乗入れ委託 随契 H24.4.1 一般社団法人　埼玉県医師会 単価契約 執行予定額4,157,500

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業務委託 随契 H24.4.1 社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額63,888,000

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 H24.4.1 （株）第一臨床医学検査センター 単価契約 執行予定額1,183,245

共通消耗品集中管理事業 共通消耗品購入 随契 H24.4.1 （有）新井商店 外12 単価契約 執行予定額17,510,322

公園管理事業 運動公園日常管理等清掃業務 随契 H24.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

22,979,250 22,979,250

公園管理事業 公園施設等清掃管理業務 随契 H24.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

15,752,100 15,752,100

後期高齢者人間ドック助成事業 人間ドック業務 随契 H24.4.1 鶴ヶ島在宅医療診療所　外16 単価契約 執行予定額1,000,000

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 H24.4.1
一般財団法人　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　機器レンタル及びサーバハウ
ジング業務

随契 H24.4.1 （株）地域協働推進機構 2,431,800 2,431,800

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 H24.4.1 （株）地域協働推進機構 1,260,000 1,260,000

広報広聴事業 広報紙等配布業務委託 随契 H24.4.1 広報配達員 単価契約 執行予定額9,131,284

広報広聴事業 点字と声の広報発行業務委託 随契 H24.4.1
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1,968,750

公用バス借上事業 公用バス借上 随契 H24.4.1 丸大観光（株） 単価契約 執行予定額2,670,150

公立保育所運営事業 保育所給食用牛乳購入 随契 H24.4.1 （有）協力社 単価契約 執行予定額2,425,321

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 H24.4.1 （株）ニチアコミュニケーション 単価契約 執行予定額5,838,800

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 H24.4.1 （株）福祉の街　外3 単価契約 執行予定額2,598,804

　



（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

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 H24.4.1 石川商事（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額1,423,151

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 H24.4.1 （株）オークス 1,238,632 1,238,632

戸籍・住民基本台帳管理運営事業
総合行政情報システム改修（住民基本台帳法改正対
応）

随契 H24.4.1 ＡＧＳ（株） 18,270,000 18,270,000

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 H24.4.1 ＡＧＳ（株） 2,002,260 2,002,260

（仮称）子どものための手当支給事業 児童手当システム改修業務委託 随契 H24.4.1 ＡＧＳ（株） 3,013,500 3,013,500

疾病予防推進助成事業 人間ドック業務 随契 H24.4.1 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 H24.4.1
社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協議
会

12,703,000 12,703,000 精算確定金額12,453,366

市有財産維持管理経費 公有財産システム保守管理業務 随契 H24.4.1 朝日航洋（株）埼玉支店 1,144,500 1,144,500

収税管理事業 コンビニエンスストア収納代行業務 随契 H24.4.1 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 単価契約 執行予定額4,982,250

小学校運営事業／中学校運営事業 小・中学校校務員業務 随契 H24.4.1
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15,210,193

小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 H24.4.1 富士電機ＩＴソリューション（株） 1,058,400 1,058,400

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 H24.4.1
一般財団法人　関東電気保安協会 埼
玉事業本部

2,232,429 2,232,429

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 H24.4.1 埼玉県書店商業組合鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額2,513,000

学力向上推進事業 「全国学力・学習状況調査」採点・集計委託業務 随契 H24.4.1 東京書籍（株） 関東第一支社 単価契約 執行予定額1,596,199

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 H24.4.1 （株）富士通エフサス関越支社 2,131,038 2,131,038

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 H24.4.1 ＡＧＳ（株） 48,398,616 48,398,616

　



（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 総合行政情報システム使用貸借 随契 H24.4.1 ＡＧＳ（株） 11,730,600 11,730,600

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 H24.4.1 （株）ＮＴＴデータ・アイ 2,684,430 2,684,430

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 H24.4.1 ＡＧＳ（株） 単価契約 執行予定価格29,095,282

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 H24.4.1 ＡＧＳ（株） 単価契約 執行予定価格7,686,997

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 H24.4.1 （株）地域協働推進機構 1,260,000 1,260,000

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バハウジ
ング業務

随契 H24.4.1 （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 H24.4.1 毛呂山清掃（株） 単価契約 執行予定額2,054,850

地域環境美化推進事業 汚泥等処理業務 随契 H24.4.1 三栄管理興業（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額2,101,050

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 H24.4.1 （株）高橋医科器械店 単価契約 執行予定額3,166,983

地域生活支援事業
身体障害者等入浴サービス（巡回入浴）事業の業務委
託

随契 H24.4.1 埼玉ライフサービス（株） 単価契約 執行予定額2,685,000

庁舎維持管理事業 庁舎エレベーター保守点検業務 随契 H24.4.1 （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 H24.4.1
アズビル（株）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 コピー機借上 随契 H24.4.1 （株）細村 単価契約 執行予定額1,739,636

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 H24.4.1
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 H24.4.1 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 H24.4.1
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10,183,719

　



（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
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 H24.4.1 東芝エレベータ（株）北関東支店 2,935,800 2,935,800

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 H24.4.1 （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 H24.4.1
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 H24.4.1 日本電子計算（株） 2,394,000 2,394,000

図書館運営事業 図書データベース作成業務 随契 H24.4.1 （株）日版図書館サービス 1,176,000 1,176,000

図書等整備事業 図書館図書資料購入 随契 H24.4.1 埼玉県書店商業組合鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額7,669,000

図書等整備事業 図書館資料（雑誌等）購入 随契 H24.4.1 埼玉県書店商業組合鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額2,196,652

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 H24.4.1 （株）ジェービーエム事業本部管理本部 1,932,000 1,932,000

任意事業費 給食サービス事業業務委託 随契 H24.4.1 医療法人社団　満寿会　外2 単価契約 執行予定額3,971,000

任意事業費 紙おむつ購入費助成事業 随契 H24.4.1 （株）成玉舎第一営業所 単価契約 執行予定額3,838,585

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 H24.4.1
社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協議
会

2,322,000 2,322,000

文化財保護保存事業 市内遺跡出土遺物整理業務 随契 H24.4.1 鶴ヶ島市遺跡調査会 7,000,000 7,000,000 精算確定金額5,507,594

文化財保護保存事業 重機等借上 随契 H24.4.1 （株）大新 単価契約 執行予定額1,929,948

文書法規事務費 例規集管理システム維持管理業務 随契 H24.4.1 （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 H24.4.1
特定非営利活動法人　鶴ヶ島市学童保
育の会

75,841,500 75,841,500

放課後児童対策事業 放課後児童対策事業運営業務 随契 H24.4.1
特定非営利活動法人　児童クラブと
ぴっくす

6,875,500 6,875,500

　



（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業務委託 随契 H24.4.1 医療法人社団　満寿会 15,000,000 15,000,000

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 H24.4.1
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 H24.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

2,599,892 2,599,892

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 H24.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

1,874,565 1,874,565

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 H24.4.1 （株）地域協働推進機構 1,701,000 1,701,000

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 H24.4.1 日本情報システム（株） 1,008,000 1,008,000

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 H24.4.1 鹿澤館　外6 単価契約 執行予定額2,000,000

小学校教育振興事業／中学校教育振興事
業

放射線測定器購入 随契 H24.4.2 不二商会（株） 1,187,550 1,187,550

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 H24.4.2 （有）早鞆図書 14,624,475

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 H24.4.2 三栄管理興業（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額1,370,250

道水路維持修繕事業 舗装用混合物（加熱合材）等購入 随契 H24.4.2 （株）関東建設 単価契約 執行予定額3,675,000

公園管理事業 公園管理等緊急作業業務 随契 H24.4.5 （有）大井造園土木　外5 単価契約 執行予定額1,031,520

地域環境美化推進事業 不法投棄物市内パトロール業務 随契 H24.4.5
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1,170,624

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 H24.4.9
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

2,652,048 2,652,048

公園管理事業 砂購入 随契 H24.4.11 （有）廣嶋建材店関越生コン工場 単価契約 執行予定額1,747,305

道水路維持修繕事業 市道補修用材料購入 随契 H24.4.12 （有）廣嶋建材店関越生コン工場 単価契約 執行予定額1,055,670
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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 H24.4.16 ニューセイボー坂戸スポーツ 単価契約 執行予定額1,472,625

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 H24.4.16 ニューセイボー坂戸スポーツ 単価契約 執行予定額1,423,800

道水路維持修繕事業 道水路維持修繕事業に係る作業員の年間単価契約 随契 H24.4.16 （株）大新　外18 単価契約 執行予定額13,146,000

道水路維持修繕事業 道水路維持修繕事業に係る重機借上 随契 H24.4.16 （株）大新　外16 単価契約 執行予定額9,879,450

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 H24.4.20 （株）前島商店／不二薬品産業（株） 単価契約 執行予定額1,978,200

小学校体育館耐震補強事業（工事）
中学校体育館耐震補強事業（工事）

小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 H24.4.20 （株）第一建築設計事務所 7,770,000 7,770,000

庁舎維持管理事業 庁舎植栽管理業務（人力除草） 随契 H24.4.25
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

土地区画整理事業 草刈業務　一本松地区 随契 H24.4.25
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2,101,806

土地区画整理事業 草刈業務　若葉駅西口地区 随契 H24.4.25
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1,168,038

がん予防対策事業 結核・肺がん検診業務委託 随契 H24.4.27 社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額3,587,780

共通消耗品集中管理事業 ＰＰＣ用紙（Ａ４）購入（上半期分） 入札 H24.4.27 富士ゼロックス埼玉（株）営業統括部 単価契約 執行予定額1,864,800

公園管理事業 運動公園樹木管理業務 入札 H24.4.27 藤関造園 8,484,000 8,484,000

公園管理事業 運動公園芝生管理業務 入札 H24.4.27 （有）仲丸造園 12,306,000 12,306,000

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 H24.4.27 坂戸防災（株） 3,234,000 3,234,000

小学校施設管理事業 空調機等切替保守点検業務Ａ 入札 H24.4.27 入間空調（株） 4,200,000 4,200,000

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 H24.4.27 （株）深井設備工事 4,011,000 4,011,000
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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 H24.4.27 （株）カナイ消防機材 1,941,450 1,941,450

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 H24.4.27
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1,638,000

道水路維持修繕事業 路面清掃業務委託 入札 H24.4.27 （株）創成川越支店 単価契約 執行予定額1,069,777

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 H24.4.27 ホワイト浚渫工事（有）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額1,160,250

道水路維持修繕事業 道水路草刈業務 入札 H24.4.27 （株）三幸 単価契約 執行予定額8,257,567

土地区画整理事業
土地区画整理事業に係る作業員の年間単価契約　一
本松地区

随契 H24.4.27 福島興業　外7 単価契約 執行予定額1,999,410

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 H24.4.27 福島興業　外7 単価契約 執行予定額1,492,470

みどりの保全事業 集積丸太チップ化及び敷き均し業務 入札 H24.4.27 （有）大井造園土木 単価契約 執行予定額5,715,360

介護予防事業費 生活機能評価業務委託 随契 H24.5.1 社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額1,573,000

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 H24.5.1 社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額4,369,365

市道758号線（共栄一本松線）整備事業
埋蔵文化財発掘調査整理業務（仲道柴山遺跡第12・14
次）

随契 H24.5.1 鶴ヶ島市遺跡調査会 2,500,000 2,500,000 精算確定金額2,015,883

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 H24.5.10 医療法人　刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額2,207,415

がん予防対策事業 胃がん検診・乳がん検診業務委託 随契 H24.5.14
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16,055,904

がん予防対策事業
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 H24.5.14 社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額25,898,950

公立保育所運営事業 公立保育所ガラス飛散防止フィルム施工業務 随契 H24.5.21
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

1,694,994 1,694,994

障害者在宅福祉推進事業 重度心身障害者医療費システム導入業務委託 随契 H24.5.21 ＡＧＳ（株） 3,990,000 3,990,000
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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 H24.5.21 社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額48,557,643

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 H24.5.22 日本電子計算（株） 1,381,800 1,381,800

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 H24.5.24
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

1,335,600 1,335,600

課税事務費 固定資産土地評価業務 入札 H24.5.25 朝日航洋（株）埼玉支店 15,015,000 15,015,000

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 H24.5.25 （株）松本造園鶴ヶ島支店 2,730,000 2,730,000

公園管理事業 脚折近隣公園外１９公園樹木管理業務 入札 H24.5.25 （株）後藤緑化 2,782,500 2,782,500

公園管理事業 川鶴遊歩道樹木管理業務 入札 H24.5.25 並木造園（株）鶴ヶ島支店 3,517,500 3,517,500

公園管理事業 富士見中央近隣公園外１５公園樹木管理業務 入札 H24.5.25 （有）大井造園土木 7,749,000 7,749,000

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 H24.5.25 （株）中央防災 1,849,850 1,849,850

庁舎維持管理事業 庁舎植栽管理業務 入札 H24.5.25 （有）仲丸造園 4,221,000 4,221,000

保育所耐震診断事業 保育所耐震診断業務 入札 H24.5.25 （株）斉藤建築設計事務所 5,565,000 5,565,000

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 H24.5.28 （有）川越鴻文堂　外2 1,059,660 1,059,660

災害対策事業 防災ラジオ購入 随契 H24.5.29 リズム時計工業（株） 23,520,000 23,520,000
繰越明許
H24.5.29～H24.10.31

介護保険事務費
住民基本台帳法の一部改正等に伴う改修プログラムリ
リース作業等委託業務

随契 H24.5.31 日本電子計算（株） 1,050,000 1,050,000

土地区画整理事業 街区点杭打等業務　一本松地区 随契 H24.5.31 昭和（株） 埼玉支社 単価契約 執行予定額1,498,320

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 H24.5.31 日本測地設計（株）埼玉支店 単価契約 執行予定額1,572,214
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環境基本計画策定事業 環境基本計画策定支援業務 随契 H24.6.1 （株）知識経営研究所 3,974,250 3,974,250

後期高齢者健康診査事業 後期高齢者医療健康診査委託業務 随契 H24.6.1 社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額18,040,750

公用車管理事業 公用自動車購入 随契 H24.6.1 埼玉トヨタ自動車（株）鶴ヶ島店 5,964,610 5,964,610

小学校施設管理事業／中学校施設管理事
業

小中学校印刷機購入 随契 H24.6.6 理想科学工業（株）理想所沢支店 1,617,000 1,617,000

公園管理事業 枯損木管理業務 随契 H24.6.12 （有）大井造園土木　外4 単価契約 執行予定額1,085,700

公園管理事業 雷電池浚渫業務 入札 H24.6.20 彩美環境システム（株） 5,355,000 5,355,000

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 H24.6.20 （有）安川商事 1,912,050 1,912,050

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 H24.6.20 岡野造園 4,032,000 4,032,000

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 H24.6.20 （有）仲丸造園 7,749,000 7,749,000

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 H24.6.20 藤関造園 8,074,500 8,074,500

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 H24.6.20 （有）大井造園土木 8,652,000 8,652,000

図書館運営事業 中央図書館植栽管理業務 入札 H24.6.20 （株）後藤緑化 1,543,500 1,543,500

小学校運営事業 児童用机・椅子修繕 随契 H24.6.22 （株）ノア 1,095,780 1,095,780

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 H24.7.13 （株）アスカクリエート 単価契約 執行予定額1,101,265

公害対策事業
普通騒音計、振動レベル計、環境計測データ管理ソフ
トウェア等購入

随契 H24.7.18 （株）ソッキテック 1,057,980 1,057,980

土地区画整理事業 権利再調査及び選挙人名簿作成業務　一本松地区 随契 H24.7.27 昭和（株） 埼玉支社 1,092,000 1,092,000
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水土里のふるさと推進事業 ふるさと水辺整備実施設計業務 随契 H24.7.30
特定非営利活動法人　グラウンドワーク
三島

3,885,000 3,885,000

課税事務費 時点修正業務 随契 H24.8.1 社団法人　埼玉県不動産鑑定士協会 1,648,920 1,648,920

公園管理事業 公園樹木剪定業務 入札 H24.8.9 （株）後藤緑化 4,620,000 4,620,000

道水路維持修繕事業 橋梁点検業務 入札 H24.8.9 （株）橋梁コンサルタントさいたま事務所 7,507,500 7,507,500

道水路管理事業 道路台帳補正業務 入札 H24.8.9 西武測量設計（株）鶴ヶ島支店 1,837,500 1,837,500

みどりの保全事業 樹木チップ化及び敷き均し業務 入札 H24.8.9 （有）大井造園土木 単価契約 執行予定額8,316,000

公立保育所運営事業 保育所職員健康診断 随契 H24.8.15 医療法人　刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額1,003,978

職員厚生事業 職員健康診断業務 随契 H24.8.28 医療法人　刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額4,889,304

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 H24.8.30
（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

共通消耗品集中管理事業 ＰＰＣ用紙（Ａ４）購入（下半期分） 入札 H24.9.14 （有）新井商店 単価契約 執行予定額2,588,250

中学校施設管理事業 西中学校電波障害対策施設撤去業務 入札 H24.9.14 （有）武藤電機 2,085,300 2,085,300

庁舎維持管理事業 庁舎テレビ電波障害改善施設撤去業務 入札 H24.9.14 （株）林電機産業鶴ヶ島営業所 4,725,000 4,725,000

総合行政情報管理事業 外部接続サーバ等機器保守業務 随契 H24.9.26 （株）富士通エフサス関越支社 1,439,550 1,439,550

災害対策事業 防災ラジオ、アンテナ購入 随契 H24.10.5 リズム時計工業（株） 10,841,250 10,841,250

公共施設予約運営事業 公共施設予約システム改修業務委託 随契 H24.10.10 （株）地域協働推進機構 3,150,000 3,150,000

感染症予防対策事業
住所地外高齢者インフルエンザ予防接種相互乗入れ
委託

随契 H24.10.19 一般社団法人　埼玉県医師会 単価契約 執行予定額2,136,000

　



（単位　　円）
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介護予防事業費 二次予防事業対象者把握業務 入札 H24.10.24 セコム医療システム（株） 3,330,687 3,330,687

老人福祉センター運営事業
老人福祉センター高圧気中負荷開閉器（ＧＲ付きＰＡ
Ｓ）等交換修繕

随契 H24.11.2 （株）鶴ヶ島電気 1,197,000 1,197,000

衆議院議員選挙執行経費
衆議院議員選挙に伴う当日投票管理用パソコンレンタ
ル

随契 H24.11.19 ＡＧＳ（株） 1,828,680 1,828,680

衆議院議員選挙執行経費
衆議院議員小選挙区選出議員選挙ポスター掲示場設
置・撤去業務

随契 H24.11.22 （株）コーエー 1,280,265 1,280,265

公用車管理事業 公用自動車購入 随契 H24.12.5 埼玉日産自動車（株）鶴ヶ島店 1,305,131 1,305,131

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 H24.12.21 （有）フィールドプロテクト 2,222,850 2,222,850

小学校施設管理事業 小学校樹木剪定業務 入札 H24.12.21 （株）山岸造園鶴ヶ島支店 2,163,000 2,163,000

中学校施設管理事業 中学校樹木剪定業務 入札 H24.12.21 藤関造園 1,942,500 1,942,500

道路交通環境安全対策事業 測量・物件調査業務（一本松交差点） 入札 H24.12.21 日南技術（株） 2,310,000 2,310,000

国際性を育む教育推進事業 外国語指導助手業務 随契 H25.1.9 （株）ハートコーポレイション 単価契約
債務負担行為
Ｈ25.5.7～Ｈ26.1.31
執行予定額13,663,650

介護保険事務費
認定支援ネットワークシステムの改訂に伴うシステム改
修委託業務

随契 H25.1.11 日本電子計算（株） 2,992,500 2,992,500

災害対策事業 災害対策用プライベートルーム購入 入札 H25.1.24 （株）カナイ消防機材 1,441,440 1,441,440

消費生活啓発・相談事業 消費生活啓発用マグネットシート購入 随契 H25.1.25 朝日印刷工業（株） 1,341,375 1,341,375

議会運営事業 議会会議録調製委託業務 随契 H25.2.22 （株）会議録センター 単価契約
債務負担行為
H25.2.26～H26.3.31
執行予定額4,214,895

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 H25.2.22 （株）地域協働推進機構 12,863,400 12,863,400
債務負担行為
H25.4.1～H26.3.31

図書館フロント業務等委託事業 図書館フロント業務 入札 H25.2.28 （株）図書館流通センター 148,043,700 148,043,700
債務負担行為
H25.4.1～H28.3.31
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公用車管理事業 公用自動車購入 随契 H25.3.8 日産プリンス埼玉販売（株） 1,635,305 1,635,305

障害者相談支援事業 障害者相談支援センター運営業務 随契 H25.3.13 社会福祉法人　ハッピーネット 10,488,600 10,488,600
債務負担行為
Ｈ25.4.1～H26.3.31

総合行政情報管理事業 基幹業務用封筒の作成 随契 H25.3.13 清明社 1,299,900 1,299,900

　


