
４－⑤　主な委託業務（普通建設事業に係るものを除く）
（単位：千円）

事　　　業　　　名 名　　　　　称 予算額

議会広報に要する経費 議会映像インターネット配信業務委託料 1,225

議会費計議会費計議会費計議会費計 1,225

総務事務に要する経費 弁護士委託料 1,296

人事事務に要する経費 人事評価制度研修委託料 1,102

職員福利厚生に要する経費 職員健康診断委託料 2,659

広聴・広報に要する経費 魅力発信業務委託料 1,500

市勢要覧作成委託料 3,456

文書法制に要する経費 市例規集データ更新委託料 1,296

市民相談に要する経費 無料法律相談弁護士委託料 1,350

会計事務に要する経費 指定金融機関事務取扱委託料 1,080

財産管理に要する経費 市有地雑草除去等委託料 2,887

庁舎維持管理に要する経費 施設保守管理業務委託料 42,899

施設警備業務委託料 13,710

施設定期清掃等業務委託料 14,016

施設日常清掃業務委託料 8,589

電話交換業務委託料 13,102

自動ドア保守点検委託料 1,525

電気保安業務委託料 3,106

庭木手入れ委託料 4,337

電話交換機保守管理業務委託料 2,035

庁舎設備管理委託料 9,760

庁舎エレベーター保守点検委託料 4,630

複写機保守点検委託料 2,937

車両運行管理に要する経費 中型バス運転業務委託料 3,634

バス運行業務委託料 11,972

公共交通対策に要する経費 守谷駅直行型路線バス運行委託料 21,300

公共交通運行に要する経費 コミュニティバス運行業務委託料 19,708

デマンドタクシー運行業務委託料 17,415

企業立地推進に要する経費 都市再生整備計画事業評価支援等委託料 1,100

地域利便施設整備事業に要する経費 地域利便施設検討委託料 5,000

電算処理に要する経費 電算機器保守点検等委託料 20,591

法務局証明サービスセンター運営に要する経費 受付事務委託料 2,879

資産税事務に要する経費 固定資産基礎資料更新業務委託料 5,446

時点修正鑑定評価委託料 1,188

賦課徴収事務に要する経費 税務事務電算委託料 22,233

公金収納情報データ処理委託料 3,079

戸籍住民基本台帳事務に要する経費 戸籍電算システム保守委託料 5,184

自動交付機システム保守委託料 1,970



（単位：千円）

事　　　業　　　名 名　　　　　称 予算額

選挙管理委員会に要する経費 選挙関係電算委託料 2,392

市議会議員選挙執行に要する経費 ポスター掲示板作成等委託料 13,491

県議会議員選挙執行に要する経費 電算委託料 1,852

ポスター掲示板作成等委託料 4,031

総務費計総務費計総務費計総務費計 301,737

地域生活支援事業に要する経費 相談支援事業委託料 1,890

地域活動支援センター事業委託料 36,901

地域活動支援センター運営管理委託料 1,400

高齢福祉事務に要する経費 地域ケアシステム推進事業委託料 4,950

医療福祉費支給に要する経費 医療福祉事務電算委託料 1,849

岩井福祉センター運営に要する経費 施設運営管理委託料 30,780

猿島福祉センター運営に要する経費 施設運営管理委託料 41,889

子育て支援に要する経費 子ども・子育て支援事業計画調査委託料 2,400

民間保育所運営助成に要する経費 岩井保育園運営委託料 99,208

小山保育園運営委託料 143,217

若草明徳保育園運営委託料 118,136

さしま保育園運営委託料 86,619

管外民間保育所運営委託料 2,942

管外公立保育所運営委託料 2,478

地域子育て支援センター事業委託料 44,803

病後児保育事業委託料 4,500

民間保育所障害児保育事業委託料 2,616

児童センター運営に要する経費 児童センター管理委託料 2,922

放課後児童対策に要する経費 若草児童クラブ委託料 10,450

明徳児童クラブ委託料 10,715

さしま保育園児童クラブ委託料 8,860

放課後児童クラブ（ひまわり）委託料 8,000

児童クラブ（青空）委託料 8,127

認定こども園ふたば運営に要する経費 通園バス運行業務委託料 12,399

給食サービス委託料 11,996

認定こども園ひまわり運営に要する経費 通園バス運行業務委託料 12,399

給食サービス委託料 11,996

生活保護事務に要する経費 生活保護システム保守委託料 1,284

民生費計民生費計民生費計民生費計 725,726

休日医療対策に要する経費 在宅当番医制運営事業委託料 2,970

予防接種に要する経費 高齢者用インフルエンザ予防接種委託料 14,200

小児用インフルエンザ予防接種委託料 4,666

日本脳炎予防接種委託料 11,614

二種混合予防接種委託料 1,960



（単位：千円）

事　　　業　　　名 名　　　　　称 予算額

四種混合予防接種委託料 15,680

麻しん・風しん予防接種委託料 8,240

ＢＣＧ予防接種委託料 2,363

ヒブワクチン予防接種委託料 13,195

小児用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 16,820

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 1,950

水痘予防接種委託料 5,460

Ｂ型肝炎予防接種委託料 6,468

健康増進事業に要する経費 結核・肺がん検診委託料 10,362

胃がん検診委託料 9,699

大腸がん検診委託料 8,073

前立腺がん検診委託料 4,390

乳がん検診委託料 12,308

子宮がん検診委託料 12,173

骨粗しょう症検診委託料 1,027

肝炎ウイルス検査委託料 2,488

特定健診に準ずる健診委託料 11,594

健康管理システム電算委託料 1,746

母子保健事業に要する経費 妊婦一般健康診査委託料 28,993

乳児一般健康診査委託料 3,082

産婦健康診査委託料 3,670

健康づくり推進に要する経費 ２４時間電話健康相談委託料 3,369

放射線対策に要する経費 放射線量測定器保守点検委託料 1,161

工業団地上水道施設管理に要する経費 配水場保守点検委託料 4,190

斎場運営に要する経費 火葬炉管理業務委託料 7,626

庭園除草管理委託料 1,080

塵芥処理に要する経費 ごみ収集委託料 130,928

粗大ごみ収集委託料 6,774

除草委託料 1,106

施設管理業務委託料 1,522

廃棄物等処理業務委託料 10,099

不法投棄対策に要する経費 不法投棄ごみ処理委託料 2,000

リサイクルセンター管理に要する経費 施設管理業務委託料 1,582

公害対策事務に要する経費 水質土壌検査等委託料 2,913

衛生費計衛生費計衛生費計衛生費計 389,541

地籍調査に要する経費 地籍測量等委託料 13,304

農林水産業費計農林水産業費計農林水産業費計農林水産業費計 13,304

観光交流センター管理に要する経費 施設警備委託料 1,556

観光振興に要する経費 雑草除去委託料 1,060



（単位：千円）

事　　　業　　　名 名　　　　　称 予算額

グリーンツーリズム体験委託料 2,400

商工費計商工費計商工費計商工費計 5,016

道路管理事務に要する経費 道路台帳加除修正委託料 9,930

道路維持管理に要する経費 雑草除去等委託料 30,000

側溝清掃委託料 10,000

橋りょう維持に要する経費 橋りょう長寿命化修繕計画策定委託料 16,416

河川維持管理に要する経費 樋管操作委託料 1,346

都市計画事務に要する経費 立地適正化計画策定委託料 3,630

公園維持管理に要する経費 市公共施設管理公社委託料 26,401

都市公園管理委託料 46,853

プール清掃等委託料 1,387

幸神平公園管理委託料 2,873

創造の池公園管理委託料 4,191

八坂水生公園管理委託料 1,728

前山公園管理委託料 2,621

都市下水路維持管理に要する経費 水路敷除草業務委託料 1,300

住宅維持管理に要する経費 エレベーター保守点検委託料 2,288

土木費計土木費計土木費計土木費計 160,964

防災対策に要する経費 ハザードマップ作成委託料 3,564

防災無線保守委託料 6,172

消防費計消防費計消防費計消防費計 9,736

通園通学バス運行業務に要する経費 通園・通学バス運行業務委託料 27,226

学校安全巡回業務に要する経費 学校安全巡回業務委託料 12,248

教育指導充実に要する経費 学力向上事業委託料 6,300

外国語指導助手配置に要する経費 小中学校外国語指導助手委託料 46,721

小学校管理運営に要する経費 樹木管理委託料 2,310

複写機保守点検委託料 2,138

小学校施設管理に要する経費 電気保安業務委託料 2,084

小学校警備委託料 1,652

電算機器保守点検委託料 7,414

エレベーター保守点検委託料 1,147

特殊建築物定期報告調査委託料 4,042

小学校施設整備に要する経費 岩井第一小学校体育館耐力度調査委託料 5,006

中学校管理運営に要する経費 複写機保守点検委託料 1,260

中学校施設管理に要する経費 電算機器保守点検委託料 2,281

特殊建築物定期報告調査業務委託料 1,770

樹木伐採等委託料 1,200

幼稚園管理運営に要する経費 給食サービス委託料 2,515

小中学生英語研修に要する経費 英語研修委託料 3,270



（単位：千円）

事　　　業　　　名 名　　　　　称 予算額

岩井公民館運営に要する経費 公民館清掃業務委託料 2,484

市公共施設管理公社委託料 8,082

公民館管理委託料 3,292

猿島公民館運営に要する経費 公民館管理委託料 1,654

分館運営に要する経費 神大実分館施設管理業務委託料 1,973

逆井城跡公園管理に要する経費 施設管理業務委託料 4,531

岩井図書館運営に要する経費 電算機器保守点検委託料 1,833

市民音楽ホール運営に要する経費 清掃業務委託料 7,832

施設設備管理業務委託料 7,280

市公共施設管理公社委託料 1,651

舞台保守管理業務委託料 4,299

施設広報作成業務委託料 1,503

坂東郷土館ミューズ管理に要する経費 清掃業務委託料 2,177

資料館運営に要する経費 パンフレット等作成委託料 2,046

学校保健に要する経費 教職員健康診断委託料 1,123

各種検査検診委託料 4,554

岩井給食センター運営に要する経費 施設総合保守管理業務委託料 2,364

配送業務委託料 7,518

猿島給食センター運営に要する経費 配送業務委託料 3,759

調理業務委託料 28,876

屋内体育施設運営に要する経費 清掃業務委託料 4,352

特殊建築物定期報告調査委託料 1,200

体育施設管理委託料 5,942

屋外体育施設運営に要する経費 樹木管理委託料 4,579

グラウンドゴルフ場管理委託料 2,030

教育費計教育費計教育費計教育費計 247,518


