
   （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 変更金額 合計金額

ウェブ情報発信運営事業 公式ウェブサイト管理システムＡＳＰ使用料 随契 H27.4.1 （株）情報技術 1,831,680 1,831,680

各施設維持管理経費 ＬＰガス供給（小口） 随契 H27.4.1 （有）ヤマキ 単価契約 執行予定額 2,047,032

各施設運営事業 浄化槽維持管理業務 随契 H27.4.1 （有）新東 2,818,800 2,818,800

各施設運営事業 浄化槽維持管理業務 随契 H27.4.1 石川商事（株） 2,419,200 2,419,200

課税管理事業 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 H27.4.1 （株）TKC 3,900,960 3,900,960

課税管理事業 税務情報システム外部委託業務（委託分） 随契 H27.4.1 （株）TKC 単価契約 執行予定額 16,114,241

課税管理事業 税務情報システム外部委託業務（印刷分） 随契 H27.4.1 （株）TKC 単価契約 執行予定額 14,350,123

家庭保育室運営支援事業 家庭保育室入所委託 随契 H27.4.1 社会医療法人社団　新都市医療研究
会[関越]会　外3

単価契約 執行予定額 2,440,600

感染症予防対策事業 予防接種業務委託 随契 H27.4.1 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 139,013,680

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
り入れ委託

随契 H27.4.1 一般社団法人　埼玉県医師会 単価契約 執行予定額 8,680,800

議会運営事業
鶴ヶ島市議会本会議及び委員会インターネット配信業
務

随契 H27.4.1 （株）会議録研究所 1,266,192 1,266,192

行政システム管理事業 複合機保守管理業務 随契 H27.4.1 （株）細村 単価契約 執行予定額 4,319,314

行政システム管理事業 外部接続サーバ等機器保守業務 随契 H27.4.1 （株）富士通エフサス関越支社 3,544,560 3,544,560

行政システム管理事業 住民情報システムハードウェア保守業務 随契 H27.4.1 （株）ＴＫＣ 3,798,828 3,798,828

行政システム管理事業 住民情報システムカスタマイズ業務 随契 H27.4.1 （株）ＴＫＣ 3,024,000 3,024,000

行政システム管理事業 住民情報システム使用貸借 随契 H27.4.1 （株）ＴＫＣ 48,360,132 48,360,132

行政情報化推進事業 IT関連事業適正化支援業務 随契 H27.4.1  エム・エスＩＴコンサルティング（株） 2,700,000 2,700,000

行政情報化推進事業 派遣労働者の派遣業務（ＩＴ推進事務支援業務） 随契 H27.4.1 テンプスタッフ・テクノロジー（株） 単価契約 執行予定額 5,904,900

共通消耗品集中管理事業 共通消耗品購入 随契 H27.4.1 （有）新井商店　外12 単価契約 執行予定額 21,730,352

公園管理事業 公園施設等清掃管理業務 随契 H27.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

15,706,440 15,706,440

公園管理事業 運動公園日常管理等清掃業務 随契 H27.4.1 公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

24,085,425 24,085,425

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 H27.4.1 一般財団法人　関東電気保安協会埼
玉事業本部

3,138,588 5,816 3,144,404

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 H27.4.1 （株）地域協働推進機構 1,296,000 1,296,000

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ﾊﾞﾊｳｼﾞﾝ
ｸﾞ業務

随契 H27.4.1 （株）地域協働推進機構 1,389,312 1,389,312

広報つるがしま発行事業 広報紙等配布業務委託 随契 H27.4.1 広報配達員 単価契約 執行予定額 9,459,252

広報つるがしま発行事業 点字と声の広報発行業務 随契 H27.4.1 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 1,884,600

公立保育所運営事業 保育所給食用牛乳購入 随契 H27.4.1 西武酪農乳業（株） 単価契約 執行予定額 2,726,568

高齢者医療事務費 後期高齢者医療システムに係る委託業務（印刷分） 随契 H27.4.1 （株）ＴＫＣ 単価契約 執行予定額 1,000,722

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 H27.4.1 （株）ニチアコミュニケーション 単価契約 執行予定額 5,433,600

高齢者在宅福祉推進事業 移送支援サービス事業業務 随契 H27.4.1 （有）三芳野タクシー　外1 単価契約 執行予定額 1,763,370

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業務 随契 H27.4.1 （株）クリーンネス藤原 単価契約 執行予定額 1,239,840

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 H27.4.1 （株）オークス 1,145,664 1,145,664

国民健康保険税賦課徴収事務費 国保税システム外部委託業務（印刷分） 随契 H27.4.1 （株）ＴＫＣ 単価契約 執行予定額 2,067,584

国民健康保険税賦課徴収事務費 国保税システム外部委託業務（委託分） 随契 H27.4.1 （株）ＴＫＣ 単価契約 執行予定額 2,524,003

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 H27.4.1 ＡＧＳ（株） 1,374,000 1,374,000

疾病予防推進事業 人間ドック業務 随契 H27.4.1 鶴ヶ島在宅医療診療所　外17 単価契約 執行予定額 2,780,000

社会参加促進事業 手話通訳派遣事業等業務 随契 H27.4.1 社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協議
会

15,628,000 15,628,000 精算確定金額 1,5261,466

備　　　　考事　　　業　　　名 件　　　　　　　名 契約
方法

契約日 契　約　業　者　名
契　　約　　金　　額



（単位　　円）

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
契　　約　　金　　額

市有財産維持管理経費 公有財産システム保守管理業務委託 随契 H27.4.1 朝日航洋（株）埼玉支店 1,177,200 1,177,200

収税管理事業 コンビニエンスストア収納代行業務 随契 H27.4.1 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 単価契約 執行予定額 5,189,400

収税管理事業 住民情報システムに係る委託処理業務 随契 H27.4.1 （株）TKC 単価契約 執行予定額 3,373,002

収税管理事業 住民情報システム外部委託業務 随契 H27.4.1 （株）TKC 単価契約 執行予定額 1,909,278

小学校施設管理事業 浄化槽維持管理業務 随契 H27.4.1 （有）安川商事 2,797,200 2,797,200

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 H27.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

15,784,357 15,784,357

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 H27.4.1 （株）ＮＴＴデータ・アイ 2,693,088 2,693,088

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 H27.4.1 （有）早鞆図書 23,621,796 23,621,796

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 H27.4.1
一般財団法人　関東電気保安協会埼
玉事業本部

2,296,209 2,296,209

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 H27.4.1 （株）ジーシーシー埼玉支社 2,462,400 2,462,400

生活困窮者自立支援事業 生活困窮者等就労準備支援事業業務（生活困窮者分） 随契 H27.4.1 特定非営利活動法人　ワーカーズコー
プ

2,247,750 2,247,750

生活保護事務費 生活保護システム等保守管理業務 随契 H27.4.1 （株）日立システムズ関東甲信越支社営
業本部

1,691,280 1,691,280

生活保護受給者等自立支援事業 生活困窮者等就労準備支援事業業務（被保護者分） 随契 H27.4.1
特定非営利活動法人　ワーカーズコー
プ

6,743,250 6,743,250

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 H27.4.1 （株）地域協働推進機構 1,413,156 1,413,156

地域ＩＣＴ利活用事業
映像配信サーバ及びアプリケーションシステム保守管
理業務

随契 H27.4.1 （株）地域協働推進機構 1,296,000 1,296,000

地域医療体制整備事業 在宅医療推進事業 随契 H27.4.1 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 6,744,300 6,744,300

地域環境美化推進事業 汚泥等収集運搬業務 随契 H27.4.1 笹沼商事（株） 単価契約 執行予定額 1,855,440

地域環境美化推進事業 汚泥等処理業務 随契 H27.4.1 三栄管理興業（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額 1,841,400

地域でスクラム健康運動事業 地域でスクラム健康運動事業にかかる専用サイト保守
運営委託

随契 H27.4.1 （株）タニタヘルスリンク 1,036,800 1,036,800

中学校施設管理事業 浄化槽維持管理業務 随契 H27.4.1 加藤商事（株） 2,241,000 2,241,000

庁舎維持管理事業 庁舎エレベーター保守点検業務 随契 H27.4.1 （株）日立ビルシステム東関東支店 1,866,240 1,866,240

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 H27.4.1 アズビル（株）ビルシステムカンパニー
北関東支店

14,385,600 14,385,600

庁舎維持管理事業 浄化槽維持管理業務 随契 H27.4.1 太盛運輸（有） 2,116,800 2,116,800

つどいの広場運営事業 上広谷児童館つどいの広場運営事業 随契 H27.4.1 ＮＰＯ法人　カローレ 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事業 随契 H27.4.1 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 道水路維持管理に伴う汚泥処分業務 随契 H27.4.1 三栄管理興業（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額 1,674,000

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 H27.4.1 東芝エレベータ（株）北関東支社 3,019,680 3,019,680

道水路維持修繕事業 道水路等清掃業務 随契 H27.4.1 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 17,283,393

道水路維持修繕事業 舗装用混合物（加熱合材）等購入 随契 H27.4.1 （株）関東建設 単価契約 執行予定額 1,986,228

図書館運営事業 浄化槽維持管理業務 随契 H27.4.1 太盛運輸（有） 1,587,600 1,587,600

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 H27.4.1 入間空調（株） 7,182,000 7,182,000

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 H27.4.1 三菱電機ビルテクノサービス（株）関越
支社

1,205,280 1,205,280

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 H27.4.1 日本電子計算（株） 1,436,400 1,436,400

図書館運営事業 図書館データベース作成業務 随契 H27.4.1 （株）日販図書館サービス 1,209,600 1,209,600

図書等整備事業 図書館図書資料購入 随契 H27.4.1 埼玉県書店商業組合鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額 10,017,000

図書等整備事業 図書館資料（雑誌等）購入 随契 H27.4.1 埼玉県書店商業組合鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額 2,284,990

西市民センター運営事業 西市民センター冷暖房設備保守点検業務 随契 H27.4.1 （有）桜井電気 1,242,000 1,242,000

任意事業費 紙おむつ購入費助成事業 随契 H27.4.1 （株）成玉舎第一営業所 単価契約 執行予定額 3,631,111



（単位　　円）

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
契　　約　　金　　額

秘書事務費 公用車運転業務委託 随契 H27.4.1 大新東（株） 3,722,976 3,722,976

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 H27.4.1 社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協議
会

3,193,000 3,193,000

文化財保護保存事業 市内遺跡出土遺物整理業務 随契 H27.4.1 鶴ヶ島市遺跡調査会 6,714,009 6,714,009 精算確定金額 6,615,449

文書法規事務費 例規集管理システム維持管理業務 随契 H27.4.1 （株）ぎょうせい関東支社 2,507,760 2,507,760

包括的支援事業 地域包括支援センター（東部地区）業務委託 随契 H27.4.1 医療法人社団　満寿会 20,540,000 20,540,000 精算確定金額 17,738,876

包括的支援事業 地域包括支援センター（北西部地区）業務委託 随契 H27.4.1
社会医療法人社団　新都市医療研究
会[関越]会

15,734,000 15,734,000

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 H27.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

2,722,121 2,722,121

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 H27.4.1 公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

1,541,514 1,541,514

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 H27.4.1
公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

1,055,823 1,055,823

保険料賦課徴収事務費 住民情報システム印刷処理業務（介護保険料分） 随契 H27.4.1 （株）ＴＫＣ 単価契約 執行予定額 1,593,982

保養所利用助成事業 国民健康保険保養施設委託 随契 H27.4.1 寺泊観光協会　外5 単価契約 執行予定額 1,500,000

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 H27.4.1 医療法人社団　満寿会　外2 単価契約 執行予定額 1,468,800

市議会議員選挙執行経費
市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置及び撤去業
務

随契 H27.4.8 （株）コーエー 3,364,200 3,364,200

文化財保護保存事業 重機等借上 随契 H27.4.9 （株）大新 単価契約 執行予定額 2,425,356

（地方創生）鶴ヶ島市人口ビジョン・総合戦
略策定事業

鶴ヶ島市人口ビジョン・総合戦略策定支援業務 随契 H27.4.10 有限責任監査法人　トーマツ 8,467,200 8,467,200

道水路維持修繕事業 道水路維持修繕に係る作業員の年間単価契約 随契 H27.4.13 （株）大久保組　外16 単価契約 執行予定額 16,353,360

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 H27.4.13 （株）大久保組　外16 単価契約 執行予定額 11,875,140

介護予防事業費
運動機能向上教室（一次予防：はつらつ元気アクアクラ
ブ）実施委託

随契 H27.4.15 （株）コナミスポーツ＆ライフ 単価契約 執行予定額 1,438,905

介護予防事業費
運動機能向上教室（一次予防：はつらつ元気アップクラ
ブ）実施委託

随契 H27.4.15 （株）コナミスポーツ＆ライフ 単価契約 執行予定額 1,337,497

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 H27.4.15 （有）スポーツショップアスリート 単価契約 執行予定額 1,749,471

みどりの保全事業 市民の森草刈業務 随契 H27.4.15 公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

1,084,320 1,084,320

課税管理事業 給与特別徴収税額通知書等封入封緘業務 随契 H27.4.17 東京ラインプリンタ印刷（株） 単価契約 執行予定額 1,261,980

介護予防事業費 介護予防デイサービス事業（南市民センター）実施委託 随契 H27.4.20 東京体育機器（株） 単価契約 執行予定額 1,468,800

介護予防事業費 介護予防デイサービス事業（老人福祉センター）実施委
託

随契 H27.4.20 東京体育機器（株） 単価契約 執行予定額 1,967,760

学力向上推進事業 小学校算数学力向上支援員派遣業務 随契 H27.4.20 公益社団法人　いきいき埼玉 単価契約 執行予定額 2,349,000

庁舎維持管理事業 庁舎植栽管理業務（人力除草） 随契 H27.4.20 公益財団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

単価契約 執行予定額 1,546,516

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 H27.4.20 （有）宮本土木　外7 単価契約 執行予定額 2,183,112

土地区画整理事業 草刈業務（一本松地区） 随契 H27.4.20 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 3,627,494

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 H27.4.20 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 1,824,220

土地区画整理事業 街区点杭打等業務（一本松地区） 随契 H27.4.20 昭和（株）埼玉支社 単価契約 執行予定額 2,491,916

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 H27.4.20 日本測地設計（株)埼玉支店 単価契約 執行予定額 2,198,520

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

健診器具(耳鼻・鼻鏡）購入 随契 H27.4.21 鴻池メディカル(株) 2,041,200 2,041,200

公園管理事業 新田・南西部地区等公園予定地草刈業務 随契 H27.4.21 公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

1,472,040 1,472,040

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
年間単価契約

随契 H27.4.22 測技テラノ（株）／日南技術（株） 単価契約 執行予定額 5,419,440

介護予防事業費 介護予防デイサービス事業（北市民センター）実施委託 随契 H27.4.22 シンコースポーツ（株）埼玉支店 単価契約 執行予定額 1,468,800

介護予防事業費 介護予防デイサービス事業（アクティビティ型）実施委
託

随契 H27.4.24 （株）介護サービス鶴ヶ島 単価契約 執行予定額 2,160,000

介護予防事業費 介護予防教室（一次予防：アクティビティ型）実施委託 随契 H27.4.24 （株）愛和 単価契約 執行予定額 4,903,778

介護予防事業費 介護予防デイサービス事業（送迎型）実施委託 随契 H27.4.24 医療法人社団　満寿会 単価契約 執行予定額 1,944,000
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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 H27.4.24 （有）スポーツショップアスリート 単価契約 執行予定額 1,679,832

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 H27.4.24 （株）前島商店／不二薬品産業（株） 単価契約 執行予定額 2,167,168

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 H27.4.30 社会医療法人刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額 2,451,924

共通消耗品集中管理事業 トイレットペーパー購入 入札 H27.4.30 （有）サンゼン 単価契約 執行予定額 1,252,800

共通消耗品集中管理事業 ＰＰＣ用紙（Ａ４）購入 入札 H27.4.30 富士ゼロックス埼玉（株）営業統括部 単価契約 執行予定額 3,709,530

健康づくり計画・食育推進計画策定事業 健康づくり計画・食育推進計画策定業務委託 入札 H27.4.30 地域計画（株）埼玉事業部 1,296,000 1,296,000

公園管理事業 運動公園芝生管理業務 入札 H27.4.30 （有）仲丸造園 12,182,400 12,182,400

公園管理事業 運動公園樹木管理業務 入札 H27.4.30 （株）後藤緑化 8,456,400 8,456,400

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 H27.4.30 大野消防設備（株） 3,369,600 3,369,600

小学校施設管理事業 空調機等切替保守点検業務Ａ 入札 H27.4.30 （株）木村設備工業 3,974,400 3,974,400

小学校施設管理事業 空調機等切替保守点検業務Ｂ 入札 H27.4.30 （株）木村設備工業 3,431,484 3,431,484

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Ｃ 入札 H27.4.30 （株）木村設備工業 3,555,360 3,555,360

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 H27.4.30 （株）中央防災 2,319,840 2,319,840

道水路維持修繕事業 道水路草刈業務 入札 H27.4.30 （株）三幸 単価契約 執行予定額 14,057,422

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 H27.4.30 三栄管理興業（株）鶴ヶ島支店 単価契約 執行予定額 3,263,976

道水路維持修繕事業 路面清掃業務委託 入札 H27.4.30 彩美環境システム（株） 単価契約 執行予定額 1,466,592

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 H27.4.30 石川商事（株） 単価契約 執行予定額 1,347,055

みどりの保全事業 樹木チップ化及び敷き均し業務 入札 H27.4.30 （有）大井造園土木 単価契約 執行予定額 14,999,688

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 H27.5.1 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 4,618,944

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 H27.5.11 埼玉県書店商業組合鶴ヶ島支部 単価契約 執行予定額 6,384,000

地域福祉推進事業 第２次鶴ヶ島市地域福祉計画策定業務 随契 H27.5.11 （株）アイアールエス 2,548,800 2,548,800

市内公共交通運行事業 市内公共交通見直し業務 随契 H27.5.21 公益社団法人　日本交通計画協会 8,100,000 8,100,000

課税管理事業 固定資産土地評価業務 入札 H27.5.22 朝日航洋（株）埼玉支店 16,632,000 16,632,000

がん予防対策事業／成人保健事業 がん・骨粗しょう症・肝炎ウイルス検診委託業務 随契 H27.5.22 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 55,658,481

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 H27.5.22 （有）大井造園土木 7,732,800 7,732,800

公園管理事業 川鶴遊歩道樹木管理業務 入札 H27.5.22 （株）松本造園鶴ヶ島支店 3,618,000 3,618,000

公園管理事業 脚折近隣公園外２０公園樹木管理業務 入札 H27.5.22 （株）後藤緑化 3,002,400 3,002,400

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 H27.5.22 岡野造園 2,872,800 2,872,800

後期高齢者健康診査事業 後期高齢者医療健康診査業務委託 随契 H27.5.22 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 20,579,302

災害対策事業 地域防災計画改定業務 入札 H27.5.22 （株）中央ジオマチックス 5,248,800 5,248,800

（地方創生）女性活躍応援事業 地域女性の就労に関する意識及び実態調査業務 入札 H27.5.22 （株）社会構想研究所 1,587,600 1,587,600 繰越明許
H27.5.22～H27.9.30

庁舎維持管理事業 庁舎植栽管理業務 入札 H27.5.22 （有）仲丸造園 5,076,000 5,076,000

特定健康診査等事業／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 H27.5.22 一般社団法人　坂戸鶴ヶ島医師会 単価契約 執行予定額 51,453,966

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 H27.5.26 （株）日販図書館サービス 5,891,400 5,891,400

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 H27.5.26 公益社団法人　鶴ヶ島市シルバー人材
センター

1,607,040 1,607,040

子育て世帯応援事業 子育て世帯応援事業つるがしま元気クーポン券の発送
プログラム作成及び封入委託業務

随契 H27.6.1 （株）TKC 単価契約 執行予定額 1,544,400

生活困窮者自立支援事業 学習支援事業業務 随契 H27.6.1 ＮＰＯ法人　カローレ 4,450,560 4,450,560

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 H27.6.2 医療法人　クレモナ会 単価契約 執行予定額 1,652,400
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都市計画道路整備事業
都市計画道路整備事業（市道1015-2号線・市道927-2
号線）用地交渉業務

随契 H27.6.9 埼玉県土地開発公社
出来高報酬

支払い
執行額 4,104,300

中学校教育振興事業 「がんばる部活を応援しよう」備品購入（楽器） 随契 H27.6.12 （有）杉田楽器店／（株）ウインズ 1,614,060 1,614,060

地域でスクラム健康運動事業 地域でスクラム健康運動事業にかかる健康セミナーの
企画実施及び事業評価業務委託

随契 H27.6.16 （株）タニタヘルスリンク 1,404,000 1,404,000

共通消耗品集中管理事業 住民情報システム用プリンタートナー（純正・新品）購入 入札 H27.6.19 （株）埼玉ディエスジャパン川越支店 単価契約 執行予定額 4,056,480

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 H27.6.19 サカエヤ　外4 1,307,904 1,307,904

道水路維持修繕事業 街路樹管理業務　市道７５０号線外９ 入札 H27.6.19 （有）大井造園土木 11,988,000 11,988,000

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 H27.6.19 藤関造園 10,713,600 10,713,600

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 H27.6.19 （有）仲丸造園 9,050,400 9,050,400

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 H27.6.19 並木造園（株）鶴ヶ島支店 4,946,400 4,946,400

道水路管理事業 道路台帳補正業務 入札 H27.6.19 西武測量設計（株）鶴ヶ島支店 1,944,000 1,944,000

図書館運営事業 中央図書館植栽管理業務 入札 H27.6.19 （株）後藤緑化 2,073,600 2,073,600

地域でスクラム健康運動事業 地域でスクラム健康運動事業にかかる使用機器購入 随契 H27.6.23 （株）タニタ 1,003,536 1,003,536

(地方創生）つるがしま健康マイレージ運営
事業

健康マイレージ事業にかかる使用機器購入 随契 H27.6.23 （株）タニタ 1,003,536 1,003,536

公用車管理事業 公用車購入（プリウスα） 随契 H27.6.30 埼玉トヨペット（株）鶴ヶ島支店 2,694,227 2,694,227

各施設維持管理経費 特Ａ重油供給（小口） 随契
H27. 7.  1
H27.10.  1
H27.12.24

田島石油（株）／（有）村田石油 単価契約 執行予定額 3,853,413

周期統計調査経費 国勢調査事務に係る労働者派遣 随契 H27.7.1 テンプスタッフ（株）川越オフィス 単価契約 執行予定額 2,928,744

（地方創生）寄附によるまちづくり推進事業 検索連動型広告委託 随契 H27.7.7 ヤフー（株） 1,295,998 1,295,998 繰越明許
H27.7.7～H28.3.9

子育て支援施設運営事業 発育支援センター看護師派遣委託業務 随契 H27.7.17 （株）アスカクリエート 単価契約 執行予定額 1,674,000

小学校施設管理事業／中学校施設管理事
業

鶴ヶ島市立杉下小学校外３校便所排水管清掃業務 入札 H27.7.22 笹沼商事（株） 2,235,600 2,235,600

小学校教育振興事業／中学校教育振興事
業

理科備品購入 随契 H27.7.29 （有）小林誠文堂　外2 1,112,184 1,112,184

課税管理事業 時点修正業務 随契 H27.8.4 公益社団法人　埼玉県不動産鑑定士協会 1,720,699 1,720,699

市有財産維持管理経費 固定資産台帳整備業務 随契 H27.8.7 朝日航洋（株）埼玉支店 8,856,000 8,856,000

職員厚生事業 職員健康診断業務 随契 H27.8.11 医療法人刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額 4,292,568

農業大学校用地活用事業 圏央鶴ヶ島インターチェンジ周辺交通処理検討業務 入札 H27.8.11 国際航業（株）埼玉支店 9,720,000 9,720,000

藤金土地区画整理事業見直し準備調査事
業

藤金土地区画整理事業見直し調査（市街地整備の方
向性調査）業務

入札 H27.8.11 （株）八州北関東支社 1,998,000 1,998,000

敬老事業 映画館借上 随契 H27.8.19 ユナイテッド・シネマ（株） 1,022,976 1,022,976

公立保育所運営事業 保育所職員健康診断実施委託業務 随契 H27.8.25 社会医療法人刀仁会　坂戸中央病院 単価契約 執行予定額 1,091,588

番号制度導入推進事業 社会保障・税番号制度に伴う生活保護システム改修業
務

随契 H27.9.10 （株）日立システムズ関東甲信越支社営
業本部

6,156,000 6,156,000

公園管理事業 公園樹木剪定業務 入札 H27.9.15 （株）後藤緑化 4,514,400 4,514,400

公共施設保安管理事業 建築設備定期検査業務 入札 H27.9.15 （株）平安設計埼玉支店 1,360,800 1,360,800

雨乞いのまち鶴ヶ島活性化ビジョン策定事
業

雨乞いのまち鶴ヶ島活性化ビジョン策定業務 随契 H27.9.25 りそな総合研究所（株） 1,799,760 1,799,760

行政システム管理事業 介護保険法改正に伴うシステム改修業務（平成２７年度
提供分）

随契 H27.9.25 （株）ＴＫＣ 2,700,000 2,700,000

番号制度導入推進事業 社会保障・税番号制度に伴う住民情報システム改修業
務（平成２７年度総務省分）

随契 H27.9.28 （株）ＴＫＣ 15,681,600 15,681,600

番号制度導入推進事業 社会保障・税番号制度に伴う住民情報システム改修業
務（平成２７年度厚生労働省分）

随契 H27.9.28 （株）ＴＫＣ 9,471,600 9,471,600

戸籍・住民基本台帳管理運営事業 通知カード、個人番号カード等券面印刷機購入 随契 H27.9.29 （株）TKC 1,814,400 1,814,400

番号制度導入推進事業 社会保障・税番号制度に伴う健康管理情報システム改
修業務

随契 H27.10.1 （株）両備システムズ 2,808,000 2,808,000

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 H27.10.9 一般社団法人　埼玉県医師会 単価契約 執行予定額 2,431,400

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 H27.10.15 日本電子計算（株） 1,026,000 1,026,000
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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 H27.10.23 （株）アールピーアイ栃木 1,231,200 1,231,200

公害対策事業 騒音・振動調査並びに自動車騒音常時監視業務 入札 H27.10.23 （株）環境総合研究所 1,927,800 1,927,800

小学校運営事業／中学校運営事業 鶴ヶ島市立小・中学校屋内消火栓ホース更新 入札 H27.10.23 （株）カナイ消防機材 1,199,750 1,199,750

（地方創生）庁舎交流拠点創出事業 庁舎交流拠点化環境整備備品購入 入札 H27.10.23 （株）細村 3,807,000 3,807,000
繰越明許
H27.10.23～H28.1.31

農業大学校用地活用事業 農業大学校跡地東側地域緑地保全方針準備調査業務 入札 H27.10.23
三井共同建設コンサルタント（株）北関
東事務所

5,616,000 5,616,000

防犯灯ＬＥＤ化推進事業 防犯灯調査業務 入札 H27.10.23 （株）パスコさいたま支店 7,668,000 7,668,000

行政システム管理事業 窓口改修に伴うＰＣの移設、再配置業務 随契 H27.11.30 （株）富士通エフサス関越支社 3,555,360 3,555,360

課税管理事業 確定申告等受付事務に係る労働者派遣業務 随契 H27.12.1 （株）ケー・デー・シー 単価契約 執行予定額 1,505,952

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 H27.12.14 （有）戸口工業 2,600,022 2,600,022

小・中学校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 H27.12.24 （株）ハートコーポレイション 単価契約
債務負担行為
Ｈ28.5.6～Ｈ29.1.31
執行予定額 13,759,200

（地方創生）中央図書館交流拠点創出事業 中央図書館タブレット型パソコン等購入 随契 H27.12.24 （株）図書館流通センター 2,407,212 2,407,212 繰越明許
H28.1.19～H28.3.18

包括的支援事業 第１層生活支援コーディネーター設置業務 随契 H27.12.24 社会福祉法人　鶴ヶ島市社会福祉協議
会

1,156,000 1,156,000 精算確定金額 931,655

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 H27.12.28 （株）埼玉総合宣伝センター 2,719,440 2,719,440

（地方創生）シティプロモーション推進事業 キッズページ制作および市ホームページの機能改善業
務

随契 H28.1.6 （株）情報技術 1,075,680 1,075,680 繰越明許
Ｈ28.1.6～H28.3.31

みどりの保全事業 樹木チップ化及び敷き均し業務（その２） 随契 H28.1.7 （有）大井造園土木 単価契約 執行予定額 4,320,000

小学校施設管理事業 小学校樹木剪定業務 入札 H28.1.21 （有）大井造園土木 2,624,400 2,624,400

中学校施設管理事業 中学校樹木剪定業務 入札 H28.1.21 （株）山岸造園鶴ヶ島支店 1,609,200 1,609,200

（地方創生）シティプロモーション推進事業 ガイドブックつるがしま作成委託業務 随契 H28.2.1 （株）櫻井印刷所 1,582,200 1,582,200
繰越明許
Ｈ28.2.1～H28.3.31

地域医療体制整備事業 在宅医療及び医療機関等マップ掲載パンフレット印刷 随契 H28.2.23 （株）東京法規出版 1,592,568 1,592,568

議会運営事業 鶴ヶ島市議会会議録調製業務 随契 H28.2.24 （株）会議録センター 単価契約
債務負担行為
H28.2.24～H29.3.31
執行予定額 5,045,474

土地区画整理事業 仮換地変更業務（若葉駅西口地区） 随契 H28.3.10 日本測地設計（株)埼玉支店 1,836,000 1,836,000


