
（２）その他　業務委託等【契約金額１００万円以上】　契約方法　入：入札　随：随意契約

移送支援サービス事業 移送支援サービス事業 随 19. 4. 1

介護予防デイサービス事業 介護予防デイサービス事業 随 19. 4. 1

各施設維持管理経費 自家用電気工作物保安業務 随 19. 4. 1

各施設維持管理経費 浄化槽維持管理業務 随 19. 4. 1

各施設維持管理経費 冷暖房設備保守点検業務 随 19. 4. 1

各施設維持管理経費 ＬＰガス供給（小口） 随 19. 4. 1

各施設維持管理経費 Ａ重油供給（大口） 随

19. 4. 1
19. 7. 1
19.10. 1
19.12.28

各施設維持管理経費 特Ａ重油供給（小口） 随

19. 4. 1
19. 7. 1
19.10. 1
19.12.28

学校給食センター維持管理経費 学校給食センターボイラー保守点検業務 随 19. 4. 1

学校給食センター維持管理経費 環境負荷測定業務 随 19. 4. 1

家庭保育室入所委託事業 家庭保育室入所委託 随 19. 4. 1

紙おむつ購入費助成事業 紙おむつ購入費助成事業 随 19. 4. 1

議会運営事業 議会本会議会議録調製印刷製本業務 随 19. 4. 1

給食サービス事業 給食サービス事業 随 19. 4. 1

共通消耗品集中管理事業 共通消耗品購入 随 19. 4. 1

きれいなまちづくり運動実施事業 汚泥等処理業務 随 19. 4. 1

きれいなまちづくり運動実施事業 汚泥等収集運搬業務 随 19. 4. 1

緊急時通報システム事業 緊急時通報システム事業 随 19. 4. 1

公園維持管理経費 公園施設等清掃管理業務 随 19. 4. 1

公園維持管理経費 運動公園日常管理等清掃業務 随 19. 4. 1

広報広聴事業 点字広報発行業務 随 19. 4. 1

広報広聴事業 広報紙等配布業務 随 19. 4. 1

公用バス借上経費 公用バス借上 随 19. 4. 1

在宅介護支援センター運営事業 在宅介護支援センター運営事業 随 19. 4. 1

財務会計情報管理事業
財務会計システム運用フォロー・コンサルテー
ション業務

随 19. 4. 1

財務会計情報管理事業 財務会計システム機器等借上 随 19. 4. 1

契約日事　　業　　名 契　　　約　　　名
契約
方法



（単位　　円）

契　約　金　額

契約金額 変更金額 合計金額

（株）福祉の街外３事業社 単価契約 執行予定額4,249,800

社会福祉法人　鶴守会 2,754,054 2,754,054

社団法人　関東電気保安協会 5,688,131 5,688,131

加藤商事（株）外４社 18,056,325 18,056,325

栄設備工業（株）外６社 7,809,900 7,809,900

竹内商事（株） 単価契約 執行予定額2,741,595

田中油店／田島石油（株） 単価契約 執行予定額14,364,000

田島石油（株）／（有）村田石油 単価契約 執行予定額5,282,550

川重冷熱工業（株） 1,202,250 1,202,250

（株）熊谷環境分析センター 1,333,500 1,333,500

保育所ちびっこランドわかば園外１
１施設

単価契約 執行予定額3,949,580

（株）ふれあい広場 単価契約 執行予定額4,282,760

（株）会議録センター 単価契約 執行予定額3,182,004

医療法人社団　満寿会外２法人 単価契約 執行予定額7,231,400

（有）新井商店外１２社 単価契約 執行予定額16,693,836

三栄管理興業（株） 単価契約 執行予定額1,801,800

毛呂山清掃 単価契約 執行予定額2,289,000

（株）ニチアコミュニケーション 単価契約 執行予定額7,524,000

社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材セ
ンター

13,765,500 13,765,500

社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材セ
ンター

23,814,000 23,814,000

社会福祉法人　雑草福祉会 単価契約 執行予定額1,338,876

熊谷光枝外５０名 単価契約 執行予定額8,750,304

丸大観光（株） 単価契約 執行予定額3,265,500

社会福祉法人　鶴守会外１法人 単価契約 執行予定額1,969,000

日立公共システムエンジニアリング
（株）

1,293,600 1,293,600

日立キャピタル（株）／日立公共シ
ステムエンジニアリング（株）

1,583,316 1,583,316

契　約　業　者　名 備　　考



契約日事　　業　　名 契　　　約　　　名
契約
方法

市営住宅管理事業 新町住宅管理事務補助業務 随 19. 4. 1

市議会議員選挙執行経費 議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去業務 随 19. 4. 1

疾病予防推進助成事業 人間ドック業務 随 19. 4. 1

児童扶養手当支給事業 児童扶養手当にかかるデータ管理業務 随 19. 4. 1

死亡獣畜等処理事業 死亡獣畜等処理業務 随 19. 4. 1

重度身体障害者等日常生活用具給付事業
重度身体障害者等日常生活用具給付事業における
紙おむつ給付業務

随 19. 4. 1

住民基本台帳ネットワークシステム管理
事業

住民基本台帳ネットワークシステム（ＣＳ関連）
保守管理業務

随 19. 4. 1

手話通訳派遣委託事業 手話通訳派遣事業等業務 随 19. 4. 1

障害者社会参加事業 重度心身障害者自動車燃料助成事業 随 19. 4. 1

小学校維持管理経費 鶴ヶ島第一小学校外複写機保守管理業務 随 19. 4. 1

小学校管理事務費／中学校管理事務費 小・中学校校務員業務 随 19. 4. 1

小学校教材関係図書購入経費／中学校教
材関係図書購入経費

小・中学校の教師用教科書及び指導書購入 随 19. 4. 1

小学校図書館整備事業／中学校図書館図
書整備事業

小・中学校図書館図書資料購入 随 19. 4. 1

職員福利厚生事業 職員福利厚生業務 随 19. 4. 1

人事給与管理事業 職員給与計算処理業務 随 19. 4. 1

心身障害者家庭介護事業 身体障害者等入浴サービス（巡回入浴）業務 随 19. 4. 1

総合行政情報化推進事業
埼玉県市町村電子申請共同システムサービス提供
業務

随 19. 4. 1

総合行政情報化推進事業
住民記録・税務情報システムに係るセンター処理
業務

随 19. 4. 1

総合行政情報化推進事業 住民記録・税務情報システム保守管理業務 随 19. 4. 1

総合行政情報化推進事業 行政情報ネットワークシステム保守管理業務 随 19. 4. 1

庁舎維持管理経費 庁舎空調設備等保守点検及び衛生管理業務 随 19. 4. 1

庁舎維持管理経費 庁舎消防設備保守点検業務 随 19. 4. 1

庁舎維持管理経費 庁舎電子複写機借上 随 19. 4. 1

つどいの広場事業 つどいの広場事業 随 19. 4. 1

道水路維持管理経費 道水路等清掃業務 随 19. 4. 1

図書館維持管理経費 中央図書館空調・衛生設備保守点検業務 随 19. 4. 1



契　約　金　額

契約金額 変更金額 合計金額
契　約　業　者　名 備　　考

埼玉県住宅供給公社 1,185,450 1,185,450 精算確定金額1,068,900

選挙設備工業（株） 1,933,760 1,933,760

鶴ヶ島在宅医療診療所外１７社 単価契約 執行予算額4,500,000

（株）電算 1,940,400 1,940,400

（株）武蔵野ペット霊園 単価契約 執行予定額1,149,750

（株）高橋医科器械店 単価契約 執行予定額2,408,676

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエ
イション（株）

5,266,800 5,266,800

社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協
議会

10,865,000 10,865,000 精算確定金額10,056,485

関東菱油（株）外５社 単価契約 執行予定額6,635,000

福島商事(株） 単価契約 執行予定額1,291,500

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13,014,753

（有）早鞆図書 単価契約 執行予定額1,273,448

埼玉県書店商業組合　鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額2,535,000

リゾートソリューション（株） 単価契約 執行予定額1,473,000

ＡＧＳ（株） 単価契約 執行予定額2,670,045

（株）福祉の街 単価契約 執行予定額901,368

（株）ＮＴＴ東日本－埼玉／東芝ソ
リューション(株）特定共同企業体

1,608,530 1,608,530

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエ
イション（株）

単価契約 執行予定額33,041,820

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエ
イション（株）

単価契約 執行予定額34,076,070

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエ
イション（株）

3,051,877 3,051,877

（株）山武 15,120,000 15,120,000

ホーチキ（株） 2,362,500 2,362,500

（株）細村 単価契約 執行予定額3,402,000

特定非営利活動法人　鶴ヶ島なごみ 3,170,000 3,170,000

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10,787,878

（株）朝日工業社 7,245,000 7,245,000



契約日事　　業　　名 契　　　約　　　名
契約
方法

図書館情報管理事業 図書館コンピュータシステム保守業務 随 19. 4. 1

図書館情報管理事業 図書データベース作成委託業務 随 19. 4. 1

図書等整備事業 図書館図書資料購入 随 19. 4. 1

図書等整備事業 図書館資料（雑誌等）購入 随 19. 4. 1

保育所児童給食材料経費 保育所給食用牛乳購入 随 19. 4. 1

包括的支援事業 地域包括支援センター運営業務 随 19. 4. 1

法規集管理事業 例規集管理システム維持管理業務 随 19. 4. 1

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 19. 4. 1

放置自転車防止対策・リサイクル事業 保管場所管理返還業務 随 19. 4. 1

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 19. 4. 1

保養所利用助成事業 国民健康保険保養所委託契約（自動更新） 随 19. 4. 1

埋蔵文化財発掘調査事業 小規模開発発掘調査業務 随 19. 4. 1

埋蔵文化財発掘調査事業 重機等借上 随 19. 4. 1

道水路維持管理経費 道路パトロール業務 随 19. 4. 1

要介護認定等調査実施事業 要介護認定調査 随 19. 4. 1

老人福祉センター維持管理経費 老人福祉センター清掃等業務 随 19. 4. 1

小学校維持管理経費 鶴ヶ島第二小学校外複写機保守管理業務 随 19. 4. 1

中学校維持管理経費 鶴ヶ島中学校外複写機保守管理業務 随 19. 4. 1

放課後児童対策事業 放課後児童対策事業 随 19. 4. 1

成人健康診査、成人保健予防対策事業
老人保健法に基づく医療以外の保健事業及びがん
検診業務

随 19. 4. 2

母子保健推進、乳幼児健康診査、成人歯
科保健事業

歯科保健業務 随 19. 4. 2

不法投棄物処理対策事業 不法投棄物市内パトロール業務 随 19. 4. 5

学校給食センター維持管理経費
学校給食センターボイラー運転保守及び施設清掃
業務

随 19. 4. 6

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 19. 4.11

小学校維持管理経費／中学校維持管理経
費

小・中学校消防設備保守点検業務 随 19. 4.12

小学校教育振興経費／中学校教育振興経
費

標準学力検査及び知能検査用紙購入 随 19. 4.12



契　約　金　額

契約金額 変更金額 合計金額
契　約　業　者　名 備　　考

日本電子計算（株） 2,155,542 2,155,542

（株）日販図書館サービス 1,176,000 1,176,000

埼玉県書店商業組合　鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額6,730,000

埼玉県書店商業組合　鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額1,558,768

（有）協力社 単価契約 執行予定額2,114,332

医療法人社団　満寿会 14,000,000 14,000,000

（株）ぎょうせい 2,698,500 2,698,500

社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材セ
ンター

1,513,050 1,513,050

社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材セ
ンター

1,711,500 1,711,500

社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材セ
ンター

2,550,975 2,550,975

鬼怒川プラザホテル外１６社 単価契約 執行予定額3,000,000

鶴ヶ島市遺跡調査会 7,000,000 7,000,000 精算確定金額6,484,462

（有）嶋田実業 単価契約 執行予定額2,466,157

開明建設（株） 2,305,800 2,305,800

医療法人社団　満寿会外２法人 単価契約 執行予定額2,016,000

社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材セ
ンター

1,089,900 1,089,900

（有）新井商店 単価契約 執行予定額1,354,500

福島商事(株） 単価契約 執行予定額1,244,250

特定非営利活動法人　鶴ヶ島学童保
育の会外１団体

60,298,000 1,638,000 61,936,000

社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額58,085,910

坂戸鶴ヶ島歯科医師会 単価契約 執行予定額1,650,000

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1,004,640

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2,434,950

（株）ニチイ学館 3,814,650 3,814,650

綜合警備保障（株） 2,127,720 2,127,720

（有）安藤芳文堂 単価契約 執行予定額2,723,600



契約日事　　業　　名 契　　　約　　　名
契約
方法

総合行政情報化推進事業 ＤＣサーバ移行構築提供業務 随 19. 4.13

小学校運営事業／中学校運営事業 塩化カルシウム購入 随 19. 4.16

小学校運営事業／中学校運営事業 プール用薬品購入 随 19. 4.16

小学校運営事業／中学校運営事業 プール用薬品購入 随 19. 4.16

小学校運営事業／小学校教育振興経費／
中学校運営事業／中学校教育振興経費

炭酸カルシウム購入 随 19. 4.16

道水路維持管理経費 市道補修用切込砕石・粒度調整砕石購入 随 19. 4.17

道水路維持管理経費 舗装用混合物（常温合材：全天候）購入 随 19. 4.17

道水路維持管理経費 舗装用混合物（加熱合材）等購入 随 19. 4.17

道水路維持管理経費 側溝（土砂)清掃及び集水桝（土砂）清掃業務 随 19. 4.17

議会運営事業 委員会会議録調製印刷製本業務 随 19. 4.18

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

心電図・心音図測定業務 随 19. 4.18

乳幼児健康診査事業 乳幼児健康診査業務 随 19. 4.20

道水路維持管理経費 道水路維持管理に伴う汚泥処分業務 随 19. 4.20

手話講習会実施事業 手話講習会の委託 随 19. 4.23

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 19. 4.24

道水路維持管理経費 道水路草刈業務 随 19. 4.24

共通消耗品集中管理事業 トイレットペーパー購入 入 19. 4.25

共通消耗品集中管理事業 ＰＰＣ用紙（Ａ４サイズ）購入 入 19. 4.25

公園維持管理経費 運動公園芝生管理業務 入 19. 4.25

公園維持管理経費 運動公園樹木管理業務 入 19. 4.25

小学校維持管理経費 空調機等切替保守点検業務Ａ 入 19. 4.25

小学校維持管理経費／中学校維持管理経
費

空調機等切替保守点検業務Ｂ 入 19. 4.25

道水路維持管理経費／街路樹管理委託事
業

道路修繕作業、街路樹管理作業及び除雪等に係る
重機借上

随 19. 5. 1

固定資産税情報管理事業 固定資産土地評価業務 随 19. 5. 2

土地区画整理事務費 市管理地等草刈業務　一本松地区 随 19. 5. 2

土地区画整理事業業務委託経費 事業改善方針検討業務　一本松地区 随 19. 5. 8

公園維持管理経費 新田・南西部地区等公園予定地除草業務 随 19. 5. 9



契　約　金　額

契約金額 変更金額 合計金額
契　約　業　者　名 備　　考

富士通サポートアンドサービス
（株）

4,473,000 4,473,000

日栄スポーツ 単価契約 執行予定額1,247,400

不二薬品産業（株） 単価契約 執行予定額1,441,020

（株）前島商店 単価契約 執行予定額1,441,020

（有）スポーツショップアスリート 単価契約 執行予定額1,695,960

（有）廣嶋建材店 単価契約 執行予定額1,149,750

墨東化成工業（株） 単価契約 執行予定額1,764,000

（株）関東建設 単価契約 執行予定額1,592,325

（有）宮本土木 単価契約 執行予定額1,144,683

（株）会議録センター 単価契約 執行予定額1,479,660

社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額4,577,265

社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額2,160,000

三栄管理興業（株） 単価契約 執行予定額1,416,870

社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協
議会

1,159,315 1,159,315 精算確定金額1,100,416円

医療法人刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額2,592,365

開明建設（株） 単価契約 執行予定額10,660,660

（株）エイコー商事 単価契約 執行予定額1,514,520

（株）エイコー商事 単価契約 執行予定額3,570,682

（有）仲丸造園 16,117,500 16,117,500

後藤緑化 6,321,000 6,321,000

埼玉設備工業（株） 4,231,500 4,231,500

栄設備工業（株） 4,105,500 4,105,500

（株）大久保組外１３社 単価契約 執行予定額6,601,350

朝日航洋（株） 18,165,000 18,165,000

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1,869,399

昭和（株） 9,450,000 9,450,000

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2,138,997



契約日事　　業　　名 契　　　約　　　名
契約
方法

後期高齢者医療制度保険料徴収システム
等整備事業

後期高齢者医療制度保険料徴収システム等の開発
及び改修並びに機器購入

随 19. 5. 9

国民健康保険保険者システム改修事業 国民健康保険保険者システム改修事業 随 19. 5. 9

道水路維持管理経費 道路排水施設清掃『共同作業』業務 随 19. 5.11

道水路維持管理経費 側溝（汚泥）清掃及び集水桝（汚泥）清掃業務 随 19. 5.11

道水路維持管理経費 路面清掃業務 随 19. 5.11

公園維持管理経費 富士見中央近隣公園外１４公園樹木管理業務 入 19. 5.24

公園維持管理経費 鶴ヶ島南近隣公園外１５公園樹木管理業務 入 19. 5.24

公園維持管理経費 川鶴遊歩道樹木管理業務 入 19. 5.24

公園維持管理経費 脚折近隣公園外１７公園樹木管理業務 入 19. 5.24

公害対策経費 水質汚濁・地下水水質調査業務 入 19. 5.24

成人健康診査事業 肺がん検診等業務 随 19. 5.24

庁舎維持管理経費 庁舎植栽管理業務 入 19. 5.24

成人健康診査事業
基本健康診査（集団検診）及び肝炎ウイルス検診
における血液検査業務

随 19. 5.25

成人健康診査事業
結核・肺がん検診等における胸部エックス線間接
撮影等業務

随 19. 5.25

学校給食センター維持管理経費 調理場用洗浄剤購入 随 19. 5.28

成人健康診査事業 胃がん検診、乳がん検診業務 随 19. 5.30

保険料賦課徴収事務費
介護保険料（当初賦課）普通納付書作成及び特別
徴収通知書封入封緘作業

随 19. 5.31

農業交流センター維持管理経費 農業交流センター除草管理業務 随 19. 6. 1

土地区画整理事業業務委託経費 権利再調査・選挙人名簿作成業務　一本松地区 随 19. 6.14

街路樹管理委託事業 街路樹管理業務　市道７５０号線外１４ 入 19. 6.15

街路樹管理委託事業 街路樹管理業務　市道９２７号線外６ 入 19. 6.15

街路樹管理委託事業 街路樹管理業務　市道５４６号線外６ 入 19. 6.15

公害対策経費 ダイオキシン類環境調査業務 入 19. 6.15

総合行政情報化推進事業 デバイスクライアントアクセスライセンス購入 入 19. 6.15

図書館維持管理経費 中央図書館植栽管理業務 入 19. 6.15

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

随 19. 6.21

自動車購入事業 公用自動車購入 随 19. 6.28

自動車購入事業 公用自動車購入 随 19. 6.28



契　約　金　額

契約金額 変更金額 合計金額
契　約　業　者　名 備　　考

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエ
イション（株）

16,695,000 16,695,000

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエ
イション（株）

14,616,000 14,616,000

三栄管理興業（株） 単価契約 執行予定額1,633,800

（株）埼玉三協 単価契約 執行予定額1,247,769

埼玉ライナー（株） 単価契約 執行予定額1,058,400

（有）大井造園土木 7,266,000 7,266,000

藤関造園 2,310,000 2,310,000

並木造園（株） 2,488,500 2,488,500

後藤緑化 2,257,500 2,257,500

（株）環境テクノ 1,222,200 1,222,200

社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額1,565,700

（有）仲丸造園 4,011,000 4,011,000

医療法人刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額8,857,695

医療法人刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額1,974,000

（株）中西製作所外１社 単価契約 執行予定額1,010,520

財団法人　埼玉県健康づくり事業団
外１法人

単価契約 執行予定額11,714,831

日本電子計算（株） 1,244,250 1,244,250

社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材セ
ンター

1,169,280 1,169,280

昭和（株） 2,887,500 2,887,500

（有）大井造園土木 13,104,000 13,104,000

後藤緑化 11,361,000 11,361,000

藤関造園 6,132,000 6,132,000

（株）環境総合研究所 1,012,200 1,012,200

（株）大塚商会 1,598,310 1,598,310

（有）仲丸造園 1,701,000 1,701,000

選挙設備工業（株） 1,495,200 1,495,200

（株）スズキ自販埼玉 2,805,000 2,805,000

（株）関東マツダ 3,527,576 3,527,576



契約日事　　業　　名 契　　　約　　　名
契約
方法

海洋センター維持管理経費 鶴ヶ島海洋センタープール総合管理業務 入 19. 7.12

小学校維持管理経費／中学校維持管理経
費

小・中学校便所排水管清掃業務 入 19. 7.12

固定資産税情報管理事業 時点修正業務 随 19. 7.17

埼玉県知事選挙執行経費 埼玉県知事選挙ポスター掲示場設置・撤去業務 随 19. 7.19

介護保険事務費 医療制度改正に伴う介護保険システム改修業務 随 19. 7.27

予防接種実施事業 住所地外インフルエンザ予防接種相互乗り入れ 随 19. 8. 7

公園維持管理経費 富士見中央近隣公園外７公園樹木剪定業務 入 19. 8.15

コンビニ収納導入事業 コンビニ収納にかかるシステム改修業務 随 19. 8.16

コンビニ収納導入事業 コンビニ収納用テスト帳票印刷業務 随 19. 8.16

街路樹管理委託事業 樹木チップ化及び敷き均し等業務 随 19. 8.24

樹木リサイクル事業 樹木チップ化及び敷き均し業務 随 19. 8.31

職員健康管理事業 職員健康診断業務 随 19. 9. 7

固定資産税情報管理事業 平成２１年度固定資産税標準宅地鑑定評価業務 随 19. 9.25

成人健康診査事業
骨粗しょう症検診における骨密度測定（骨塩量）
業務

随 19. 9.28

総合行政情報化推進事業 情報系サーバ機器等保守管理業務 随 19. 9.30

学校給食センター施設備品整備事業 牛乳用冷蔵庫購入 入 19.12.17

小学校維持管理経費 小学校樹木剪定業務 入 19.12.17

小学校維持管理経費／中学校維持管理経
費

小中学校窓ガラス清掃業務 入 19.12.17

中学校維持管理経費 中学校樹木剪定業務 入 19.12.17

土地区画整理事業業務委託経費 想定換地設計等準備業務　一本松地区 随 19.12.20

生活保護事務費 生活保護システム更新 随 19.12.28

災害対策事業 防災備蓄物資パック加工業務 入 20. 1. 7

生活保護事務費 生活保護システム構築業務 随 20. 1. 9

学校給食センター施設備品整備事業 調理用備品購入 随 20. 1.21

社会科副読本改訂事業 小学校社会科副読本（平成１７年度版）印刷製本 随 20. 1.21

課税事務費
税制改正に伴う住民記録・税務システム改修(要件
分析及び設計）業務

随 20. 1.25

健康管理情報システム管理事業 基本健康診査等結果入力委託業務 随 20. 1.25

人事給与管理事業 人事・給与システム構築業務 随 20. 1.28

学校給食センター施設備品整備事業 さいの目切機購入 入 20. 1.29



契　約　金　額

契約金額 変更金額 合計金額
契　約　業　者　名 備　　考

（株）三幸コミュニティマネジメン
ト

1,176,000 1,176,000

太盛運輸（有） 2,310,000 2,310,000

社団法人　埼玉県不動産鑑定士協会 1,422,960 1,422,960

選挙設備工業（株） 1,130,745 1,130,745

日本電子計算（株） 4,095,000 4,095,000

財団法人　埼玉県医師会 単価契約 執行予定額1,064,200

藤関造園 1,795,500 1,795,500

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエ
イション（株）

16,275,000 16,275,000

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエ
イション（株）

2,415,000 2,415,000

（有）大井造園土木 単価契約 執行予定額3,016,650

（有）大井造園土木 単価契約 執行予定額3,998,400

医療法人刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額6,400,075

社団法人　埼玉県不動産鑑定士協会 6,759,375 6,759,375

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1,678,950

（株）富士通エフサス 1,984,500 1,984,500

（株）中西製作所 1,543,500 1,543,500

（株）山岸造園 2,940,000 2,940,000

（株）エヌテックサービス 2,223,527 2,223,527

藤関造園 2,068,500 2,068,500

昭和（株） 4,725,000 4,725,000

（株）日立情報システムズ 4,996,740 4,996,740

船山（株） 1,285,200 1,285,200

（株）日立情報システムズ 5,365,500 5,365,500

（株）中西製作所 1,222,200 1,222,200

（株）埼玉総合宣伝センター 1,359,750 1,359,750

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエ
イション（株）

1,890,000 1,890,000

（株）両備システムズ 1,233,750 1,233,750

（株）ジーシーシー 1,050,000 1,050,000

（株）中西製作所 1,758,750 1,758,750



契約日事　　業　　名 契　　　約　　　名
契約
方法

学校給食センター施設備品整備事業 ドライ用４槽シンク購入 入 20. 1.29

災害対策事業 アルミ製防災倉庫購入 入 20. 1.29

生活保護事務費
中国残留邦人等生活支援システム（生活保護シス
テムオプション機能）購入

随 20. 2.29

介護保険事務費
介護保険制度改正に伴う介護保険システム改修業
務

随 20. 3.18

国民健康保険事務費 国保医療制度激変緩和に伴うシステム改修 随 20. 3.18



契　約　金　額

契約金額 変更金額 合計金額
契　約　業　者　名 備　　考

（株）中西製作所 1,068,900 1,068,900

星野総合商事（株） 1,362,900 1,362,900

（株）日立情報システムズ 3,100,860 3,100,860

日本電子計算（株） 2,677,500 2,677,500

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエ
イション（株）

1,953,000 1,953,000




