
平成２９年度随意契約締結状況

部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

企画部 行政経営課
新規採用職員研修（前期）
ビジネスマナーセミナー委託

テルウェル西日本㈱
東海支店 静岡営業支店

111,720 1 特定
研修テーマに関する講師の専門性、指導力
が高く、本市の要望に合致していたため

企画部 行政経営課
女性職員のキャリアデザイ
ン研修委託

㈱日本マネジメント協会
（中部）

148,380 1 特定
研修テーマに関する講師の専門性、指導力
が高く、本市の要望に合致していたため

企画部 行政経営課
新規採用職員研修（後期）
委託

㈱テラ・コーポレーショ
ン

170,640 1 特定
研修テーマに関する講師の専門性、指導力
が高く、本市の要望に合致していたため

企画部 行政経営課
中級職員研修（文章力養成
講座）委託

㈱インソース 179,680 1 特定
研修テーマに関する講師の専門性、指導力
が高く、本市の要望に合致していたため

企画部 行政経営課
係長級職員研修（ダイバー
シティ研修）委託

㈱インソース 180,700 1 特定
研修テーマに関する講師の専門性、指導力
が高く、本市の要望に合致していたため

企画部 行政経営課 メンタルヘルス研修 ㈱カイテック 190,000 1 特定
本市のストレスチェック実施機関であり、
ストレスチェックの結果を踏まえた指導が
できるため

企画部 行政経営課
課長・課長補佐研修（人事
評価制度・ハラスメント対
策研修）委託

㈱話し方教育センター 274,120 1 特定
研修テーマに関する講師の専門性、指導力
が高く、本市の要望に合致していたため

企画部 行政経営課
職員採用試験問題集貸与等
業務委託

㈶日本人事試験研究セン
ター

〇 478,656 1 特定
伊東市が実施する採用試験の職種に対する
問題を全て提供可能であるため
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企画部 行政経営課
職員健康診断（特定健診）
委託

(公財)静岡県予防医学協
会

〇 486,000 2 特定
静岡県市町村職員共済組合が契約する業者
であるため

企画部 行政経営課 ストレスチェック業務委託 ㈱カイテック 〇 696,000 2 特定 前年度の結果との比較ができるため

企画部 行政経営課 職員健康診断委託
静岡県市町村職員共済組
合

〇 2,520,050 2 特定
地方公務員法第42条及び第43条に基づく静
岡県市町村職員共済組合保健事業であるた
め

企画部 市政戦略課
ふるさと伊東応援事業推進
業務委託

㈱さとふる 44,072,666 2 特定 実績と専門性が必要であるため

企画部 市政戦略課
ふるさと伊東応援事業推進
業務委託

楽天㈱ 31,577,204 2 特定 実績と専門性が必要であるため

企画部 市政戦略課
ふるさと伊東応援事業推進
業務委託

伊東商工会議所 8,102,797 2 特定

市内の観光・産業関連業者に精通し、適切な返礼
品の選定を行うことができること、また、事業者
や寄附者等の問合せ対応など、人員面で対応でき
る体制が整っているため

企画部 市政戦略課
書面発行等にかかる業務委
託

㈱さとふる 〇 172,900 2 特定

㈱さとふるが構築したシステムを通じ、本市が受
領したふるさと納税に関し、本市が寄附者に対し
交付する寄附金受領証明書の発行及び発送等に係
る業務のため

企画部 市政戦略課
いとう市民活動支援セン
ター事業委託

まちづくりセンター伊東 〇 129,600 2 特定 実績と専門性が必要であるため

企画部 市政戦略課
ＮＰＯ法人向け会計書類作
成実務講座開催業務委託

まちづくりセンター伊東 75,600 2 特定 実績と専門性が必要であるため

企画部 市政戦略課
ＮＰＯ法人向け定款変更実
務講座開催業務委託

まちづくりセンター伊東 75,600 2 特定 実績と専門性が必要であるため
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企画部 市政戦略課 広報配達業務委託
（公社）伊東市シルバー
人材センター

1,250,000 3 特定 実績と専門性が必要であるため

企画部 市政戦略課 有線テレビ広報事業委託 ㈱シーブイエー 1,400,000 2 特定 特殊な業務で他にできるものがいないため

企画部 市政戦略課 ラジオ広報事業委託 エフエム伊東㈱ 4,900,000 2 特定 特殊な業務で他にできるものがいないため

企画部 情報政策課
電子計算機データ入力業務
委託契約

㈱データサービスセン
ター

6,601,824 2 特定
本市電算業務のパンチ仕様に精通し、個人
情報保護における信頼性が高いため

企画部 情報政策課

番号制度に伴う総合運用テスト
（差分本番用符号取得支援、
本番用副本登録支援・本番切替
作業）対応業務委託契約

行政システム㈱静岡支店 848,000 2 特定 当該システムの導入業者であるため

企画部 危機対策課
防災行政無線
保守点検業務委託

静岡無線サービス㈱ 185,760 1 特定 機器の納入業者

企画部 危機対策課
デジタル防災行政無線設備
保守点検業務委託

㈱日立国際電気静岡営業
所

251,640 1 特定 機器の納入業者

企画部 危機対策課
同報無線設備
保守点検業務委託

静岡無線サービス㈱ 1,675,728 2 特定 機器の納入業者

企画部 危機対策課 津波避難誘導標示設置業務 エース交安株式会社 1,976,400 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課
平成29年度（平成28年度からの
繰越分）国民健康保険システム
業務委託契約

行政システム㈱静岡支店 486,000 1 特定
国民健康保険システムの導入業者であるた
め
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企画部 情報政策課
平成29年度（平成28年度からの
繰越分）国民年金システム業務
委託契約

行政システム㈱静岡支店 105,000 1 特定 国民年金システムの導入業者であるため

企画部 情報政策課
本籍地通知対応（全国町・
字ファイル）保守に関する
契約

地方公共団体情報システ
ム機構

259,200 1 特定
基幹系システム用ソフトウェアであり、契
約業者が限定されるため

企画部 情報政策課
裁断機等の賃貸借及び保守
に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 33,696 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
裁断機等の賃貸借及び保守
に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 16,848 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
再リース分ドライシーラー
機の貸借及び保守に関する
契約

富士通リース㈱静岡支店 47,304 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
再リース分ドライシーラー
機の貸借及び保守に関する
契約

富士通リース㈱静岡支店 23,652 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
シーラー機、裁断機等の賃
貸借及び保守に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 273,510 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課

再リース分平成24年7月導
入情報系ファイルサーバ等
の賃貸借及び保守に関する
契約

富士通リース㈱静岡支店 192,585 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課

再リース分平成24年7月導
入情報系ファイルサーバ等
の賃貸借及び保守に関する
契約

富士通リース㈱静岡支店 128,390 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
平成29年12月導入情報系
ファイルサーバ等の賃貸借
及び保守に関する契約

日立キャピタル株式会社 643,464 2
見積り
合わせ
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企画部 情報政策課
再リース平成24年4月導入
パーソナルコンピュータ等
賃貸借に関する契約

日立キャピタル株式会社 264,600 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
再リース平成24年4月導入
パーソナルコンピュータ等
賃貸借に関する契約

日立キャピタル株式会社 37,800 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
平成29年4月導入プリンタ
等の賃貸借に関する契約

㈱ＪＥＣＣ 812,592 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課
平成29年7月導入情報セ
キュリティ強化対策機器等
の賃貸借に関する契約

日立キャピタル株式会社 4,884,300 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課
平成29年6月導入パーソナ
ルコンピュータの賃貸借に
関する契約

日立キャピタル株式会社 787,860 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課
再リース分基幹系電子計算
組織等の賃貸借及び保守に
関する契約

富士通リース㈱静岡支店 64,800 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
再リース分フロッピーデー
タエントリー装置の賃貸借
に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 26,172 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
情報セキュリティ技術支援
委託契約

行政システム㈱静岡支店 1,036,800 2 特定
本市ネットワーク装置の設定を実施した業
者であるため

企画部 情報政策課

再リース分平成23年10月導
入情報系パーソナルコン
ピュータ等の賃貸借に関す
る契約

富士通リース㈱静岡支店 344,250 2 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課

再リース分平成23年10月導
入情報系パーソナルコン
ピュータ等の賃貸借に関す
る契約

富士通リース㈱静岡支店 65,340 1 特定 再リース契約のため
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企画部 情報政策課

再リース分平成23年10月導
入情報系パーソナルコン
ピュータ等（ライセンス）
の賃貸借に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 492,480 2 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
平成29年12月導入パーソナ
ルコンピュータの賃貸借に
関する契約書

富士通リース㈱静岡支店 1,693,872 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課
平成29年12月導入パソコン
セキュリティ機器等の賃貸
借に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 256,824 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課

再リース平成23年10月導入
情報系パソコンセキュリ
ティシステム等の賃貸借に
関する契約

東京センチュリー㈱ 5,400 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
再リース分平成23年9月導
入グループウェアサーバ等
の賃貸借に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 27,972 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
再リース分平成23年9月導
入グループウェアサーバ等
の賃貸借に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 67,908 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
再リース分平成23年9月導
入グループウェアサーバ等
の賃貸借に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 45,272 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
平成29年11月導入グループ
ウェアシステム等の賃貸借
に関する契約

日立キャピタル株式会社 1,127,250 2
見積り
合わせ

総務部 庶務課 宅配便業務委託
ヤマト運輸㈱伊東元和田
センター

〇 343,119 1
見積り
合わせ

総務部 庶務課 庁舎警備業務委託（機械） セコム㈱ 2,056,752 7 特定 警備機器が業者所有のため
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総務部 庶務課
庁舎空調自動制御機器保守
点検業務委託

日本電技㈱沼津営業所 3,078,000 2 特定
設置施行業者であり専門性が必要であるた
め

総務部 庶務課
庁舎建築物環境衛生管理業
務委託

㈱太平エンジニアリング
沼津支店

1,762,560 2 特定
庁舎建築物全体を管理運用を受託している
業者で適任であるため

総務部 庶務課 庁舎ばい煙測定業務委託 ㈱東洋検査センター 86,400 1 特定 測定できる業者が市内にいないため

総務部 庶務課 庁舎別館警備業務委託 東海綜合警備保障㈱ 544,320 6 特定 警備機器が業者所有のため

総務部 庶務課
庁舎消防用防災設備保守点
検業務委託

静岡防災㈱ 1,423,440 2
見積り
合わせ

総務部 庶務課
自家用電気工作物保安管理
業務委託

（財）関東電気保安協会
沼津事業本部

1,031,940 2 特定
経済産業大臣が指定する法人であり、保安
管理技術が優れているため

総務部 庶務課
庁舎玄関自動ドア保守点検
業務委託

ナブコシステム㈱沼津営
業所

280,800 1 特定
設置施工業者であり専門性が必要であるた
め

総務部 庶務課
庁舎自動電話交換機等設備
保守点検業務委託

沖ウィンテック㈱静岡営
業所

725,760 2 特定
設置施工業者であり専門性が必要であるた
め

総務部 庶務課
電算室免震床コンプレッ
サー保守点検業務委託

藤田電気㈱ 154,278 1 特定
同設備の機種を扱っている県内唯一の代理
店であるため

総務部 庶務課 ゴンドラ保守点検業務委託 日本ゴンドラ㈱ 477,360 2 特定
設置施工業者であり専門性が必要であるた
め
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総務部 庶務課
庁舎直流電源装置保守点検
業務委託

日立バッテリー販売サー
ビス㈱中部営業所

75,600 1 特定
設置施工業者であり専門性が必要であるた
め

総務部 庶務課 議場設備保守点検業務委託 東海綜合警備保障㈱ 106,920 1 特定 専門性が必要及び過去の実績

総務部 庶務課
庁舎熱源機器保守点検業務
委託

荏原冷熱システム㈱静岡
営業所

1,868,400 2 特定 製造業者であり専門性が必要であるため

総務部 庶務課 空気清浄機賃貸借契約
㈱ウィズ
ダスキン川奈支店

26,718 1
見積り
合わせ

総務部 庶務課
高速フルカラー印刷機保守
点検業務委託

東栄商工㈱ 102,600 1 特定 近隣では唯一の取扱い業者であるため

総務部 庶務課
高速フルカラー印刷機保守
点検業務委託

東栄商工㈱ 135,000 1 特定 近隣では唯一の取扱い業者であるため

総務部 庶務課
簡易印刷機保守点検業務委
託

東栄商工㈱ 51,840 1 特定 機器設置業者が取扱い業務を行うため

総務部 庶務課
庁舎議場設備設備賃貸借契
約

JA三井リース㈱
静岡支店

89,964 1 特定 再リースするもので安価に賃貸できるため

総務部 庶務課 法律相談 弁護士　土居　千之价 216,000 1 特定
本市の重要な訴訟を担当した弁護士であ
り、専門性を有するため

総務部 庶務課
伊東市例規集追録発行業務
委託

㈱ぎょうせい 〇 479,520 1 特定 専門性が必要及び過去の実績



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

総務部 庶務課
伊東市例規集追録データ作
成業務委託

㈱ぎょうせい 〇 2,352,240 2 特定 専門性及び過去の実績

総務部 庶務課
例規ベースシステム使用及
び保守契約

㈱ぎょうせい 1,283,040 2 特定 専門性が必要及び過去の実績

総務部 庶務課
総合法令データベースシス
テム使用及び保守契約

㈱ぎょうせい 233,280 1 特定
例規ベースシステムと一体のシステムであ
るため同一業者にする必要

総務部 庶務課
インターネット行政情報
サービス「iJAMP」利用

㈱時事通信社 537,840 2 特定
インターネット閲覧によりリアルタイムで
情報を仕入れることができること及び、他
に豊富な情報を提供できる業者がないため

総務部 庶務課
文書ファイリングシステム
維持管理指導業務委託

㈱くろがね工作所 237,828 1 特定 業務の統一性及び専門性が必要

総務部 庶務課
文書ファイリング用品供給
単価契約

㈱くろがね工作所 〇 972,550 2 特定
規格の統一性が必要かつ大量納入できる業
者

総務部 庶務課
伊東市廃棄文書（機密書
類）溶解処理業務委託

コアレックス信栄㈱ 〇 -71,442 1
見積り
合わせ

総務部 庶務課
伊東市保存文書マイクロ
フィルム撮影業務委託

新生マイクロ写真㈱ 〇 2,000,000 2 特定 専門性及び過去の実績

総務部 庶務課
工事実績情報システム
（CORINS）利用

（財）日本建設情報総合
センター

10,800 1 特定 同社のみが行っているサービス

総務部 庶務課
非常用発電設備保守点検業
務委託

三共ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ﾒｲﾝﾏﾘｰ
ﾝ事業部静岡営業所

168,041 1 特定 専門性及び過去の実績



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

総務部 庶務課
無停電電源装置保守点検業
務

富士電機㈱静岡営業所 621,000 2 特定 設置施工業者であり専門性が必要なため

総務部 庶務課
特殊建築物等定期検査（建
築基準法第１２条第３項）

(有)コーセイ産業 334,800 1 特定 専門性及び過去の実績

総務部 庶務課
無停電電源装置蓄電池賃貸
借契約

三菱電機クレジット㈱
静岡支店

296,460 1 特定 再リースするもので安価に賃貸できるため

総務部 庶務課
マイクロフィルムリーダー
プリンター保守契約

新生マイクロ写真㈱ 162,000 2 特定 専門性及び過去の実績

総務部 庶務課
庁舎等施設エレベーター保
守点検業務委託

ジャパンエレベーター
サービスホールディング
ス㈱

2,019,168 2
見積り
合わせ

総務部 庶務課 レジオネラ属菌検査 東海プラント㈱ 5,400 1
見積り
合わせ

総務部 庶務課 来庁者駐車場警備業務委託 ㈲伊豆セフティ管理 695,520 2
見積り
合わせ

総務部 庶務課
在席表示管理システム整備
業務委託

㈱ツー・ワン 4,968,000 2
見積り
合わせ

総務部 庶務課
特殊建築物等定期検査（建
築基準法第１２条第１項）

㈲コーセイ産業 226,800 1 特定 専門性及び過去の実績

総務部 庶務課
別館外壁塗装材石綿分析手
数料

㈱東洋検査センター 75,600 1 特定 測定できる業者が市内にないため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

総務部 庶務課
水処理装置ECO-GEMシステ
ム設置手数料

㈱ハダ・コーポレーショ
ン

216,000 1 特定 設置施工業者であり専門性が必要なため

総務部 庶務課
来庁者駐車場管理業務保険
料

あいおいニッセイ同和損
害保険㈱

95,950 1
見積り
合わせ

総務部 庶務課 ＡＥＤ賃貸借 東海綜合警備保障㈱ 84,780 2
見積り
合わせ

生涯学習課で一括契約

総務部 庶務課 施設間連絡業務保険料
東京海上日動火災保険㈱
代理店㈲ケーユー

27,300 1
見積り
合わせ

総務部 庶務課 電子複写機賃貸借 富士ゼロックス静岡㈱ 〇 3,581,933 7 特定
使用実績があり、新機種を導入しても契約
単価は据え置きとなり、他社と新たに契約
するより優位であるため

総務部 庶務課
庁舎周辺植え込み等整備作
業

㈶伊東市シルバー人材セ
ンター

1,000,000 2 特定 高齢者の雇用促進･社会参加のため

総務部 財政課
伊東市宇佐美地域植林地等
管理委託

伊東市宇佐美行政協力委
員会

200,000 1 特定
管理委託対象となる市有地が同委員会の地
区内であり、昭和５３年４月１日付けで同
委員会と協定書を取り交わしているため

総務部 財政課
自家用電気工作物保守管理
業務（スカイポート亀石施
設）

（一財）関東電気保安協
会沼津事業本部

237,051 2 特定
経済産業大臣が指定する法人であり、保安
管理技術が優れているため

総務部 財政課
伊東市公会計財務書類作成
分析業務委託

ＯＡＧ税理士法人 1,500,000 2 特定

平成23年度に、固定資産台帳システムを構
築し、財務４表の作成及び分析を実施した
実績があり、必要とする財務諸表等をより
安価で正確に作成し得る能力を有するため

総務部 課税課
市民税申告書等データパン
チ業務委託契約

㈱データサービスセン
ター

〇 1,881,662 2号 特定
短期間に膨大な量を処理し、即時対応が求
められるが、近隣に他にできるものがない
ため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
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特定・
見積り
合わせ
の別
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総務部 課税課
伊東市路線価データ作成業
務委託契約

㈱パスコ　静岡支店 249,480 1号 特定
本市が同社の地図情報システムのライセン
スを保持し、また、同システムには既に標
準値・路線価が入力されているため

総務部 課税課
土地分合筆の公図補正に関
する業務委託契約

新生マイクロ写真㈱ 〇 287,280 1号 特定 システムの納入業者のため

総務部 課税課 温泉調査委託契約 (一社)伊東温泉協会 400,000 1号 特定
伊東市域内における温泉について熟知し、
また温泉に関する資料等を完備しているた
め

総務部 課税課
公図検索システム保守業務
委託契約

新生マイクロ写真㈱ 194,400 1号 特定 システムの納入業者のため

総務部 課税課
標準宅地の不動産鑑定評価
時点修正業務委託契約

静岡県不動産鑑定協同組
合

〇 2,376,000 2号 特定
土地の価格形成要因を的確に把握し、地下
の事情に通じている不動産鑑定士に、適正
な時点修正業務を担当してもらうため

総務部 課税課
伊東市地図情報システム土
地評価見直し業務委託契約

㈱パスコ　静岡支店 8,996,400 2号 特定
本市が同社の地図情報システムのライセン
スを保持し、また、同システムには既に標
準値・路線価が入力されているため

総務部 課税課
軽自動車の賃貸借及び保守
に関する契約

㈱伊豆バス 103,680 2号
見積り
合わせ

総務部 課税課
伊東市固定資産管理（地図
情報）システム機器等の賃
貸借契約

㈱JECC 457,164 2号 特定 再リースのため

総務部 課税課
地方税電子申告支援サービ
ス利用契約

㈱TKC 3,434,400 2号 特定
既に構築された審査サービスを利用できる
ことと、本市の基幹システムとの連携が不
可欠であるため

総務部 課税課
公図検索システム用パーソ
ナルコンピュータ等の賃貸
借契約

スルガ・キャピタル㈱ 8,372 1号 特定 再々リースのため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
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特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

総務部 収納課
滞納整理システムの賃貸借
契約(増設分）

㈱シンク 79,800 2 特定 機器の納入業者

総務部 収納課
収納支援システムの運用支
援作業に関する契約

㈱シンク 518,400 2 特定 機器の納入業者

総務部 収納課
収納支援システムの修理保
守に関する契約

㈱シンク 1,166,400 2 特定 機器の納入業者

総務部 収納課
伊東市市税等収納事務委託
契約(市税等コンビニ収納
に係る収納事務委託契約)

㈱ＮＴＴデータ
ほかコンビニ10社

〇 6,121,738 2 特定

公金の収納及びシステム等の安全性・継続
性を確保する必要から、業務内容に問題が
ない委託業者を変更する正当な事由がない
ため                  (自動更新条項)

総務部 収納課
滞納整理システムの賃貸借
契約

日立キャピタル株式会社 8,139,660 2 特定
機器の納入業者  (8,604,288円のうち、課
税課負担分464,628円)

市民部 市民課
可搬式霊砂分離集塵機賃貸
借

富士建設工業㈱ 25,920 1 特定 機器の納入業者

市民部 市民課 消防用設備等保守点検委託 東海綜合警備保障㈱ 49,680 1
見積り
合わせ

市民部 市民課 自動車再リース契約
日立キャピタルオート
リース㈱

78,624 2 特定 リース継続事業のため

市民部 市民課 電子複写機賃貸借 富士ゼロックス静岡㈱ 〇 81,659 2 特定 機器の納入業者

市民部 市民課 税務相談業務 東海税理士会熱海支部 86,000 1 特定 対応できる業者が他にないため
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の有
無
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市民部 市民課 自家発電機保守 静岡ヤンマー㈱ 102,600 1 特定
設置設備の系列会社で、機器の内容に精通
している。

市民部 市民課 観葉植物等賃貸借 ㈱植源 123,120 1
見積り
合わせ

市民部 市民課
戸籍副本データ管理システ
ム保守

富士ゼロックスシステム
サービス㈱

86,400 1 特定 システムの構築業者

市民部 市民課 戸籍総合システム賃貸借 日立キャピタル㈱ 3,455,740 2 特定 システムの構築業者

市民部 市民課 模写電送装置賃貸借 富士通リース㈱ 193,104 2 特定 リース継続事業のため

市民部 市民課 電気工作物保守点検 (一財)関東電気保安協会 210,098 2 特定 庶務課一括契約分

市民部 市民課 法律相談業務 弁護士 259,200 1 特定 静岡県弁護士会からの推薦のため

市民部 市民課 法律相談業務 弁護士 324,000 1 特定 静岡県弁護士会からの推薦のため

市民部 市民課 冷暖房設備保守点検委託
㈱太平エンジニアリング
沼津支店

372,600 1 特定
施工業者で、設備機器の構造等に精通して
いる。

市民部 市民課
模写電送装置の保守及び使
用枚数による使用料

富士ゼロックス静岡㈱ 〇 469,607 2 特定

証明書類に適応した性能を持つ機種。駿豆
広域窓口サービス業務にも使用するための
既存システムの開発、保守点検業者であ
る。
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市民部 市民課 法律相談業務 弁護士 518,400 2 特定 静岡県弁護士会からの推薦のため

市民部 市民課 斎場清掃業務委託 伊東メンテナンス㈱ 572,400 2
見積り
合わせ

庶務課一括契約分

市民部 市民課 警備業務委託 セコム㈱ 651,888 6 特定 機器の設置業者

市民部 市民課 火葬炉設備保守点検委託 富士建設工業㈱ 1,161,000 2 特定
施工業者が独自に開発製造したもので、設
備機器の構造等に精通している。

市民部 市民課
端末機操作オペレーター派
遣

㈱データサービスセン
ター

6,601,824 2 特定
住民票等の処理業務に精通し、市民課の業
務に不可欠の派遣業者である。

市民部 市民課
消費者の賢く適切な食品選
択に向けた消費者教育推進
事業

特定非営利活動法人
ウェルネス・ステーショ
ン事業機構

4,968,000 2
見積り
合わせ

市民部 市民課
伊東市斎場火葬関連業務委
託

富士建設工業㈱ 16,950,600 2
見積り
合わせ

市民部 環境課 清掃奉仕活動傷害保険
あいおいニッセイ同和損
害保険㈱

133,900 8 特定
入札参加資格のある保険会社が１社のみの
ため

市民部 環境課
伊豆急荻分譲地ごみ収集業
務委託

㈱フジタ 4,497,958 2 特定
分譲地等のごみの収集移管及び収集費助成
に関する要綱（平成７年伊東市告示第３９
号）の規定による。

市民部 環境課
十足南一碧台自治会ごみ収
集業務委託

㈲保健クリーン 970,765 2 特定
分譲地等のごみの収集移管及び収集費助成
に関する要綱（平成７年伊東市告示第３９
号）の規定による。
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市民部 環境課
対島地区一般廃棄物運搬業
務委託

伊東市一般廃棄物協同組
合

53,524,800 2 特定
市内で一般廃棄物収集運搬許可を受けてい
る全8社が共同受注を目的として伊東市一般
廃棄物協同組合を設立したため

市民部 環境課
清掃自動車定期自主点検業
務委託

大和総業㈱ 238,680 1 特定
架装部分を製造し、法定点検、修理に対応
できる業者が他にないため

市民部 環境課
清掃車再リース契約（2号
車）

日本カーソリューション
ズ㈱静岡支店

676,188 2 特定 リース契約している車両を再契約するため

市民部 環境課
清掃車再リース契約（8号
車）

日本カーソリューション
ズ㈱静岡支店

742,824 2 特定 リース契約している車両を再契約するため

市民部 環境課
清掃車再リース契約（9号
車）

日本カーソリューション
ズ㈱静岡支店

599,184 2 特定 リース契約している車両を再契約するため

市民部 環境課
清掃車再リース契約（17号
車）

日本カーソリューション
ズ㈱静岡支店

678,132 2 特定 リース契約している車両を再契約するため

市民部 環境課
清掃車再リース契約（23号
車）

日本カーソリューション
ズ㈱静岡支店

653,828 2 特定 リース契約している車両を再契約するため

市民部 環境課
清掃車再リース契約（33号
車）

日本カーソリューション
ズ㈱静岡支店

265,680 2 特定 リース契約している車両を再契約するため

市民部 環境課
清掃車再リース契約（1号
車）

日立キャピタルオート
リース㈱中部支店

1,149,120 2 特定
リース契約をしている車両を再契約するた
め

市民部 環境課
清掃車再リース契約（12号
車）

日立キャピタルオート
リース㈱中部支店

1,176,120 2 特定
リース契約をしている車両を再契約するた
め



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

市民部 環境課
清掃車再リース契約（25号
車）

大和リース㈱静岡支店 194,400 2 特定
リース契約をしている車両を再契約するた
め

市民部 環境課
ガラスびん再商品化業務委
託

（公財）日本容器包装リ
サイクル協会

〇 583,007 2 特定 法律で定める指定法人のため

市民部 環境課
廃タイヤ運搬・処理業務委
託

㈱大進ゴム 〇 8,208 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
廃棄物処理委託（廃乾電
池）

JFE条鋼株式会社水島製
造所

〇 794,059 2
見積り
合わせ

市民部 環境課
廃棄物処理委託（使用済小
型家電）

リバーホールディングス㈱ 〇 758,160 2
見積り
合わせ

市民部 環境課
廃棄物処理委託（水銀使用
廃製品）

JFE環境㈱ 〇 800,280 2
見積り
合わせ

市民部 環境課
御石ヶ沢清掃工場消防用設
備保守点検委託

東海綜合警備保障㈱ 8,532 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
御石ヶ沢清掃工場電気工作
物保守点検委託

（一財）関東電気保安協
会　沼津事業本部

176,904 2 特定
経済産業大臣が指定する法人であり、保安
管理技術が優れているため

市民部 環境課
御石ヶ沢清掃工場計量器保
守点検委託

㈱ワーク衡業 280,800 1 特定
製造メーカーの保守点検業者であり、特性
及び構造を熟知しているため

市民部 環境課
御石ヶ沢最終処分場消防用
設備保守点検委託

東海綜合警備保障㈱ 6,372 1
見積り
合わせ



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

市民部 環境課
御石ヶ沢最終処分場電気工
作物保守点検委託

（一財）関東電気保安協
会　沼津事業本部

141,523 2 特定
経済産業大臣が指定する法人であり、保安
管理技術が優れているため

市民部 環境課
御石ヶ沢清掃工場作業環境
分析委託

東邦化工建設㈱ 358,560 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
御石ヶ沢最終処分場水質検
査委託

東邦化工建設㈱ 1,750,680 2
見積り
合わせ

市民部 環境課
御石ヶ沢最終処分場周辺地
下水水質検査委託

一般財団法人静岡県生活
化学検査センター

394,200 1 特定 県内唯一の公的機関であるため

市民部 環境課
御石ヶ沢最終処分場ダイオ
キシン類測定分析業務委託

㈱静環検査センター 293,760 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
環境美化センター運転管理
業務委託

㈱プランテック 119,880,000 2 特定
ごみ焼却プラントの設計業者であり、プラ
ント構造を熟知しているため

市民部 環境課
環境美化センター消防用設
備等保守点検委託

東海綜合警備保障㈱ 194,400 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
環境美化センターろ液貯留
槽清掃委託

クリーンサービス㈱ 1,998,000 2 特定 特殊な業務のため

市民部 環境課
環境美化センターごみ質検
査委託

東邦化工建設㈱ 1,788,480 2
見積り
合わせ

市民部 環境課
環境美化センター電気工作
物保守点検委託

（一財）関東電気保安協
会　沼津事業本部

606,191 2 特定
経済産業大臣が指定する法人であり、保安
管理技術が優れているため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
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特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

市民部 環境課
環境美化センターダイオキ
シン類環境測定分析業務委
託

㈱静環検査センター 1,110,240 2
見積り
合わせ

市民部 環境課 焼却灰溶解固化処理委託 メルテック㈱ 〇 136,864,723 2 特定 特殊な業務で、他にできる者がいないため

市民部 環境課 焼却灰運搬委託 ㈱フジタ 〇 27,372,939 2
見積り
合わせ

市民部 環境課 伊東市車庫警備業務委託 東海綜合警備保障㈱ 518,400 6 特定
機器の納入業者であり、構造等に精通して
いるため

市民部 環境課
伊東市車庫消防用設備保守
点検業務委託

伊東防災㈲ 44,064 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
クリーンセンター汚泥処理
委託

㈱ミダック 〇 15,466,460 2 特定 特殊な業務のため

市民部 環境課
クリーンセンター汚泥運搬
委託

㈱クリーンコントロール
サービス

〇 5,606,587 2 特定 特殊な業務のため

市民部 環境課
クリーンセンター汚泥貯留
槽等清掃委託

クリーンサービス㈱ 2,991,600 2 特定 特殊な業務のため

市民部 環境課
クリーンセンター消防用設
備等保守点検委託

東海綜合警備保障㈱ 244,080 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
クリーンセンターエレベー
ター保守点検委託

ジャパンエレベーター
サービス㈱

365,666 2
見積り
合わせ

庶務課にて一括契約



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
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特定・
見積り
合わせ
の別
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市民部 環境課
クリーンセンター自動ドア
保守点検委託

ナブコシステム㈱沼津営
業所

116,640 1 特定 メーカー指定の保守点検業者であるため

市民部 環境課 クリーンセンター警備委託 東海綜合警備保障㈱ 648,000 6 特定
機器の納入業者であり構造等に精通してい
るため

市民部 環境課
クリーンセンター電気工作
物保守点検委託

（一財）関東電気保安協
会　沼津事業本部

388,009 2 特定
経済産業大臣が指定する法人であり、保安
管理技術が優れているため

市民部 環境課
クリーンセンター放流水検
査委託

東海プラント㈱ 498,960 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
クリーンセンタ－計量器保
守点検委託

㈱ワーク衡業 280,800 1 特定
製造メーカーの保守点検業者であり、特性
及び構造を熟知しているため

市民部 環境課
クリーンセンター脱臭用活
性炭交換業務委託

㈱カツマタ 1,814,400 2
見積り
合わせ

市民部 環境課
クリーンセンター清掃用具
等使用

㈱サニクリーン東京 38,880 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
クリーンセンター電子複写
機借上

㈱カルタン 〇 12,462 1 特定
複写機が業者所有であったリースアウト品
であり、当該機を熟知しているため

市民部 環境課
飼い犬の飼育管理の指導等
事務委託

伊東獣医師会
会長　望月正昭

205,000 1 特定
本業務の特殊性により、伊東獣医師会以外
に本業務を行うことができる者（又は団
体）がないため

市民部 環境課

狂犬病予防法に基づく犬の登録
に伴う鑑札交付事務及び登録手
数料徴収事務並びに注射済票交
付事務及び交付手数料徴収事務
委託

公益社団法人静岡県獣医
師会田方支部　支部長
斎藤篤

133,031 1 特定
本業務の特殊性により、公益社団法人静岡
県獣医師会以外に本業務を行うことができ
る者（又は団体）がないため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
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無

契約金額（円）
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市民部 環境課
自動車騒音常時監視に係る騒
音調査及び面的評価業務委託

㈱オリエンタルコンサル
タンツ

1,458,000 2
見積り
合わせ

市民部 環境課 河川等水質調査業務委託料 ㈱環境計量センター 269,568 1
見積り
合わせ

市民部 保険年金課
コクホライン・調交システ
ムソフトウェア保守点検委
託

都築電気㈱ 216,000 1 特定
契約対象であるソフトウェアの納入業者で
あるため

市民部 保険年金課
平成２９年度国保実績報告
書等システム（コクホ・ラ
イン）法改正対応改修委託

都築電気㈱ 324,000 1 特定
契約対象であるソフトウェアの納入業者で
あるため

市民部 保険年金課
高額療養費管理システムの
再リース賃貸借契約

富士通リース㈱静岡支店 287,448 1 特定
既存システムの再リースであり、既存シス
テム導入元であるため

市民部 保険年金課
国民健康保険税電算帳票改
修業務委託

行政システム㈱ 64,800 1 特定 機器の納入業者であるため

市民部 保険年金課
国保広域化に伴うシステム
改修業務

行政システム㈱ 15,873,300 2 特定 機器の納入業者であるため

市民部 保険年金課
国保システム広域連携対応
改修業務委託

行政システム㈱ 799,200 2 特定 機器の納入業者であるため

市民部 保険年金課
高額療養費管理支援システ
ム改修業務委託

東京コンピュータサービ
ス株式会社静岡営業部

237,600 1 特定 機器の開発業者であるため

市民部 保険年金課
後期高齢者医療広域連合連
携システムの賃貸借

日立キャピタル（株） 2,066,796 2
見積り
合わせ
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市民部 保険年金課
後期高齢者医療広域連合電
算処理システム機器賃貸借
（再リース）

富士通リース（株）静岡
支店

43,740 1 特定 既存機器の再リースであるため

市民部 保険年金課 年金相談に関する委託 杉村労務管理事務所 111,370 1 特定
国民年金法に関する専門知識が必要で、委
託できる者が他にいないため

市民部 保険年金課
平成２９年度　ねんきん
ネット用ＰＣ及びプリンタ
保守点検業務委託

㈱ウィンディーネット
ワーク　伊東支社

73,440 1 特定 機器の納入業者であるため

健康福祉部 社会福祉課
避難行動要支援者名簿シス
テム保守管理業務委託

行政システム(株)静岡支
店

79,920 2 特定
避難行動要支援者名簿システムの開発が特
殊であり、そのシステム等を保守できるの
は当該システム開発会社のみであるため

健康福祉部 社会福祉課
伊東市社会福祉法人指導監
査（会計経理）業務委託

馬場公認会計士事務所
馬場充

1,100,000 2 特定
社会福祉法人会計を専門としており、県内
の社会福祉法人の実情等にも精通している
ため

健康福祉部 社会福祉課
伊東市生活困窮者等就労準
備支援事業委託

(株)東海道シグマ 10,800,000 2 特定
プロポーザルの結果、企画内容や業務遂行
能力が最も優れていたため

健康福祉部 社会福祉課
伊東市生活困窮者自立相談
支援事業委託

社会福祉法人
伊東市社会福祉協議会

13,289,000 2 特定
特殊な業務でほかにできるものがいないた
め

健康福祉部 社会福祉課
伊東市学習支援事業委託契
約

(株)東海道シグマ 11,500,000 2 特定
プロポーザルの結果、企画内容や業務遂行
能力が最も優れていたため

健康福祉部 社会福祉課
伊東市生活困窮者家計相談
支援事業委託

社会福祉法人
伊東市社会福祉協議会

5,000,000 2 特定
特殊な業務でほかにできるものがいないた
め

健康福祉部 社会福祉課
障害者等相談支援事業及び
障害支援区分認定調査委託

社会福祉法人　厚生協会 5,400 2 特定
専門的知識及び都道府県実施の研修を終了
していることが必要な業務であり、公平性
を担保できる唯一の事業所であるため
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健康福祉部 社会福祉課 福祉体験学習事業委託
社会福祉法人
伊東市社会福祉協議会

150,000 2 特定
特殊な業務でほかにできるものがいないた
め

健康福祉部 社会福祉課
平成２９年度心身障害児
（者）療養指導事業委託

伊東市手をつなぐ育成会 160,000 1 特定 業務に精通している必要があるため

健康福祉部 社会福祉課
重度心身障害者タクシー利
用料金助成事業請負契約

伊豆急東海タクシー㈱
外15者

6,354,670 2 特定
利用者の利便を図るため、市内に交通圏の
ある業者すべてと契約をするため

健康福祉部 社会福祉課
障害福祉システム制度改正
対応改修委託

富士通（株）静岡東部支
店

4,741,200 2 特定
障害者自立支援給付システムの開発が特殊
であり、そのシステム等を改修できるのは
当該システム開発会社のみであるため

健康福祉部 社会福祉課
MCWEL障がい者福祉システ
ム保守業務委託

富士通（株）静岡東部支
店

1,983,960 2 特定
障害者自立支援給付システムの開発が特殊
であり、そのシステム等を保守できるのは
当該システム開発会社のみであるため

健康福祉部 社会福祉課
障がい者福祉システム個人
番号制度対応改修業務委託

富士通（株）静岡東部支
店

194,400 2 特定
障害者自立支援給付システムの開発が特殊
であり、そのシステム等を改修できるのは
当該システム開発会社のみであるため

健康福祉部 社会福祉課
補装具費の代理受領に係る
契約

各補装具業者 10,346,789 2 特定
補装具の交付、修理を必要とする者の利便
を図るため

健康福祉部 社会福祉課
平成２９年度生活保護シス
テム保守点検業務

北日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 500,000 2 特定
生活保護システムの開発が特殊であり、そ
のシステム等を保守できるのは当該システ
ム開発会社のみであるため

健康福祉部 社会福祉課
生活保護等版レセプト管理
システム保守委託

㈱富士通エフサス　静岡
東部支店

217,728 2 特定
レセプト管理システムの開発が特殊であ
り、そのシステム等を保守できるのは当該
システム開発会社のみであるため

健康福祉部 社会福祉課
生活保護レセプトシステム
ＯＳアップグレード

㈱富士通エフサス　静岡
東部支店

799,999 2 特定

レセプト管理システムの開発が特殊であ
り、そのシステム等をアップグレードでき
るのは当該システム開発会社のみであるた
め
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健康福祉部 社会福祉課
平成２９年度生活保護法レ
セプト点検業務

㈱ニチイ学館 625,968 2
見積り
合わせ

健康福祉部 社会福祉課 要介護認定調査委託
社会福祉法人
伊東市社会福祉協議会
外1者

〇 64,000 1 特定
認定調査を委託できるのは、指定居宅介護
支援事業者のみであり、実状に詳しい事業
者であるため

健康福祉部 社会福祉課
レセプト入力用データ購入
契約

静岡県社会保険診療報酬
支払基金

〇 56,131 2 特定 データを提供できる唯一の機関のため

健康福祉部 社会福祉課
伊東市児童・身体障害者福
祉センターはばたきの配管
修繕工事

伊東瓦斯（株） 152,711 2
見積り
合わせ

健康福祉部 社会福祉課
伊東市児童・身体障害者福
祉センターはばたきの門扉
修繕工事

三和建設（株） 496,800 2
見積り
合わせ

健康福祉部 社会福祉課 はばたき自動ドア修繕工事
太平ビルサービス㈱静岡
支店

367,200 2 特定
自動ドア製造業者と取引がある市内唯一の
業者であるため

健康福祉部 社会福祉課
臨時福祉給付金（経済対策
分）給付事務支援システム
導入業務

行政システム(株)静岡支
店

2,122,200 2 特定

従前臨時福祉給付金システム上のデータを
引き続き利用する必要があり、そのシステ
ム等を保守できるのは当該システム開発会
社のみであるため

健康福祉部 社会福祉課
臨時福祉給付金給付事務用
電子複写機リース契約

(株)カルタン 45,360 1 特定 業務延長に伴いリースを継続した

健康福祉部 高齢者福祉課
「介護保険さがせるnet
　-介護報酬・運営基準-」
　利用契約

第一法規(株) 25,920 1 特定
介護保険制度の運用に当たり、最新の情報
を提供できる業者のため

健康福祉部 高齢者福祉課
軽自動車の賃貸借及び保守
に関する契約

日本カーソリューション
ズ(株)

146,124 2
見積り
合わせ
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契約
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健康福祉部 高齢者福祉課
軽自動車の賃貸借及び保守
に関する契約

日本カーソリューション
ズ(株)

136,620 2
見積り
合わせ

健康福祉部 高齢者福祉課
軽自動車の賃貸借及び保守
に関する契約

日本カーソリューション
ズ(株)

292,248 2
見積り
合わせ

健康福祉部 高齢者福祉課
伊東市介護保険料口座振替
事務取扱いに関する委託契
約

株式会社　三井住友銀行 〇 43,588 2 特定
被保険者から、介護保険料の当該金融機関での口
座振替希望があったため

健康福祉部 高齢者福祉課
水中健康づくり教室開催事
業(事前検査）委託料

賀茂医師会 36,240 2 特定
精密な検査を実施でき、かつ、各地に移動可能な
検診車輌を所有しているため

健康福祉部 高齢者福祉課
在宅介護家族慰労温泉券支
給

伊東マリンタウン(株) 〇 29,200 2 特定
本事業に対して深い理解と能力を有し、他
に委託すべき団体・機関がない。

健康福祉部 高齢者福祉課
介護支援専門員機関紙発行
業務委託

伊東市介護支援専門員連
絡協議会

50,000 1 特定
県介護支援専門員連絡協議会の伊東市部会であ
り、当該業務を遂行できる唯一の団体であるため

健康福祉部 高齢者福祉課 いきいきスポーツ大会事業 伊東市老人クラブ連合会 〇 256,000 2 特定
高齢者の親睦と健康増進を目的とし、高齢
者を主体とした事業である。

健康福祉部 高齢者福祉課
在宅介護家族慰労マッサー
ジ券支給

伊東鍼灸マッサージ師会 〇 212,800 2 特定
本事業に対して深い理解と能力を有し、他
に委託すべき団体・機関がない。

健康福祉部 高齢者福祉課
スカイウェル保守点検業務
委託

(株)サンオート 163,296 2 特定
（株）サンオートの独自開発製品であり製
造・販売・保守・点検をする他の業者がい
ないため

健康福祉部 高齢者福祉課
介護予防事業におけるリハ
ビリ専門職の派遣に関する
契約

（福）中伊豆リハビリ
テーションセンター外1
者

474,000 2 特定
医療分野において高度な専門知識と技能を要する
業務であり、競争入札に適さないため
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健康福祉部 高齢者福祉課
水中健康づくり教室開催事
業委託料

青木クリニック 603,072 2 特定
市内で温水プールを所有する医療機関は青
木クリニックのみのため

健康福祉部 高齢者福祉課 介護用品支給事業 レタスワールド㈱ 〇 807,181 2 特定
本事業の主旨である介護家族の負担軽減を
図るため、詳細なニーズにこたえられる市
内事業所であるため（年度内廃業）

健康福祉部 高齢者福祉課 介護用品支給事業 (有)伊豆介護センター 〇 204,289 2 特定
本事業の主旨である介護家族の負担軽減を
図るため、詳細なニーズにこたえられる市
内事業所であるため（廃業業者の代替）

健康福祉部 高齢者福祉課 緊急通報システム事業 (株)ザ・トーカイ 〇 1,976,354 2 特定 サービス提供の継続性が求められるため

健康福祉部 高齢者福祉課
平成29年度中央地域包括支
援センターにおける介護予
防支援業務の基本契約

伊豆介護センター
外22社

2,751,350 2 特定 本事業の内容について精通している事業者のため

健康福祉部 高齢者福祉課 見守り・配食サービス事業
社会福祉法人　城ヶ崎い
こいの里　外8

〇 6,033,850 2 特定
本事業に対して深い理解と能力を有し、他
に委託すべき団体・機関がない。

健康福祉部 高齢者福祉課
地域介護予防事業活動支援
事業

(医)望洋会　外51 〇 9,575,000 2 特定
介護予防事業の実績と、地域包括支援セン
ターと住民主体運営実績による。

健康福祉部 高齢者福祉課 要介護認定調査
(有)伊豆介護センター
外40者

〇 5,999,120 2 特定
認定調査を委託できるのは、指定居宅介護
支援事業者のみであり、実状に詳しい事業
者であるため

健康福祉部 高齢者福祉課
介護保険システム所得指標
の見直し対応改修業務委託

富士通(株)静岡東部支店 1,360,800 2 特定
当該システムを納入し、その後の改修・管
理についても実施していることから、シス
テムの内容に精通しているため

健康福祉部 高齢者福祉課
介護保険システム平成30年
4月制度改正対応改修業務
委託

富士通(株)静岡東部支店 6,674,400 2 特定
当該システムを納入し、その後の改修・管
理についても実施していることから、シス
テムの内容に精通しているため
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健康福祉部 高齢者福祉課
短期集中型予防事業委託契
約（通所型サービスC教室
型）

(医)望洋会　外3者 4,620,000 2 特定
当該事業との連携を図る必要のある地域包
括支援センターを運営している法人である
ため

健康福祉部 高齢者福祉課
短期集中型予防事業委託契
約（通所型サービスCジム
型/訪問型サービスC(Ⅱ)）

（福）中伊豆リハビリ
テーションセンター外1
者

1,549,400 2 特定
リハビリ職を有する事業所であり、新規事
業に対し理解を示し、モデル的にサービス
提供可能なため

健康福祉部 高齢者福祉課
短期集中型予防事業委託契
約（通所型サービス
C(Ⅰ)）

名倉八江子　外1名 20,000 2 特定
高齢者の健康問題に対し専門的な指導がで
きる個人選定のため、一般競争入札に適さ
ないため

健康福祉部 高齢者福祉課 生活支援体制整備事業委託
社会福祉法人
伊東市社会福祉協議会

5,400,000 2 特定

介護保険法第115条の47に掲げる委託法人の要件
を満たし、地域福祉に関する業務を専門的に行っ
ていることに加え、他の法人で同様の業務を行っ
ていないため

健康福祉部 高齢者福祉課
介護保険システムサポート
等業務委託

富士通(株)静岡東部支店 7,776,000 2 特定
当該システムを納入し、その後の改修・管理につ
いても実施していることから、システムの内容に
精通しているため

健康福祉部 高齢者福祉課
伊東市高齢者公共交通機関
割引乗車証等購入費助成事
業

東海自動車(株)　外1者 10,585,000 2 特定
市内で路線バス及び鉄道を運営する会社は
なく、競争入札に適さないため

健康福祉部 高齢者福祉課
認知症高齢者見守り事業委
託料

社会福祉法人　城ヶ崎い
こいの里
外8者

〇 6,486,500 2 特定
本事業に対して深い理解と能力を有し、他
に委託すべき団体・機関がない。

健康福祉部 高齢者福祉課
中央包括支援センターへの
職員派遣

社会福祉法人
伊東市社会福祉協議会

15,144,000 2 特定

本事業にて運営される新規センターについては当該事
業者が運営する既存センターとの情報共有が必要不可
欠であるため　※「委託料」ではなく「負担金補助及
び交付金」より支出

健康福祉部 高齢者福祉課
伊東市在宅医療介護連携推
進業務に係る職員派遣

社会福祉法人
伊東市社会福祉協議会

5,250,000 2 特定
保健師又は看護師の資格を持つ複数の職員を有し、か
つ労働者派遣法に基づく届出をしている社会福祉法人
のため

健康福祉部 高齢者福祉課
介護予防事業委託
（一般介護予防事業）

(医)望洋会　外4社 19,503,900 2 特定
介護保険法に定める事業実施者とプログラ
ムに対する体制及び地域包括支援センター
運営実績による。
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健康福祉部 高齢者福祉課
包括的支援事業
（地域包括支援センター）

(医)望洋会　外3者 97,306,000 2 特定

介護保険法第115条の47に掲げる委託法人の要件
を満たし、また、伊東市介護保険運営協議会にお
いて適切な人材確保及び公平・中立な事業運営が
できる法人として選定されたため

健康福祉部 高齢者福祉課

地域包括支援センター
システムの賃貸借契約
（中央地域包括支援セン
ター）

富士通リース㈱静岡支店 762,048 2
見積り
合わせ

健康福祉部 高齢者福祉課
認知症簡易チェックシステ
ム利用に関する契約

エフ・ビー・アイ㈱ 116,640 2 特定
認知症簡易チェックのインターネットを利用した
システムを構築・提供している国内唯一の事業所
のため

健康福祉部 高齢者福祉課
伊東市認知症カフェ開催支
援事業委託契約

㈱訪問看護ステーション
ナースの森　外2者

172,000 2 特定
専門職員を配置し、かつ地域のことを熟知してい
る単体が運営する。

健康福祉部 子育て支援課
子育てワンストップサービ
ス

日本郵便㈱ 〇 666,144 2 特定
特殊な業務で他にできる事業者がいないた
め

健康福祉部 子育て支援課 子育て短期支援委託
ファミリーホームピッピ
ハウス　増田陽子

〇 11,200 2 特定
事業実施の能力がある事業者が他にいない
ため

健康福祉部 子育て支援課
児童福祉システム個人番号
制度対応改修委託

富士通㈱静岡東部支店 894,240 2 特定
既導入のシステム改修であり、開発・設計
した業者に依頼したため

健康福祉部 子育て支援課
伊東市ファミリー・サポー
ト・センター事業委託

（福）伊東市社会福祉協
議会

3,500,000 2 特定
依頼会員と支援会員からなる会員組織で、
希望により会員を紹介する特殊な業務であ
るため

健康福祉部 子育て支援課
子育て支援情報ホームペー
ジ等初期構築・運用及び印
刷物作成業務委託

㈱ぎょうせい 4,278,312 2 特定 特殊な業務で他にできるものがいないため

健康福祉部 子育て支援課
伊東市中央児童館及び伊東
市玖須美児童館の管理運営

（福）城ヶ崎いこいの里 13,890,000 2 特定
事業実施の能力がある事業者が他にいない
ため
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健康福祉部 子育て支援課
伊東市児童手当システム
パッケージの保守委託

富士通㈱静岡東部支店 313,632 2 特定
既導入の児童手当システムのため、版権元
である契約業者に依頼したため

健康福祉部 子育て支援課
MISALIO児童手当システム
運用支援業務委託

富士通㈱静岡東部支店 356,400 2 特定
既導入の児童手当システムのため、版権元
である契約業者に依頼したため

健康福祉部 子育て支援課
児童手当システム用サーバ
等の地位貸借及び保守

富士通リース㈱静岡支店 652,428 2 特定
既導入の児童手当システムのため、版権元
である契約業者に依頼したため

健康福祉部 子育て支援課
児童扶養手当電算システム
賃貸借及び保守

富士通リース㈱静岡支店 1,638,144 2 特定
既導入の児童手当システムのため、版権元
である契約業者に依頼したため

健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園園児にか
かる傷害保険

東京海上日動火災保険㈱ 〇 26,180 1
見積り
合わせ

健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園損害賠償
責任事故保険

東京海上日動火災保険㈱ 〇 6,920 2 特定
他社で同様の保険内容を補償するサービス
を提供する業者がいないため

健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園浄化槽維
持管理業務

㈲日環水処理 12,960 1
見積り
合わせ

健康福祉部 子育て支援課
伊東市立保育園腸内細菌検
査等

㈱中部衛生検査センター 〇 2,648 1
見積り
合わせ

（契約は幼児教育課で実施している。）

健康福祉部 子育て支援課
さくら園への伊東市社会福
祉協議会職員派遣委託

（福）伊東市社会福祉協
議会

5,000,000 2 特定
社会福祉士の資格を持つ職員の派遣が可能
な事業者が他にいないため

健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園消防用設
備等保守点検業務委託

伊東防災㈲ 75,600 1
見積り
合わせ
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健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園警備業務
委託

セコム㈱ 198,288 2 特定
警備機器設置済業者（契約は幼児教育課で
実施している。契約金額1,406,160円）

健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園遊具保守
点検業務委託

㈱Work  Line 8,640 1
見積り
合わせ

(契約は幼児教育課で実施している。契約金
額99,360円）

健康福祉部 子育て支援課
さくら園　親子遠足に使用
の自動車借上

伊東市老人クラブ連合会 9,000 2 特定
輸送人員と使用車両の観点から、他に安価
で実施してくれる者がいないため

健康福祉部 子育て支援課
伊東市医療費助成システム
パッケージの保守委託

富士通㈱静岡東部支店 124,416 2 特定
既導入の児童手当システムのため、版権元
である契約業者に依頼したため

健康福祉部 子育て支援課
MISALIO医療費助成システ
ム運用支援業務委託

富士通㈱静岡東部支店 415,800 2 特定
既導入の児童手当システムのため、版権元
である契約業者に依頼したため

健康福祉部 子育て支援課
MISALIO医療費助成システ
ム改修業務委託

富士通㈱静岡東部支店 3,806,136 2 特定
既導入の児童手当システムのため、版権元
である契約業者に依頼したため

健康福祉部 子育て支援課
医療費助成システム用パソ
コンの賃貸借及び保守

富士通リース㈱静岡支店 27,312 2 特定
既導入の児童手当システムのため、版権元
である契約業者に依頼したため

健康福祉部 子育て支援課 ボランティア活動保険
（福）全国社会福祉協議
会

〇 4,550 2 特定
他社で同様の保険内容を補償するサービス
を提供する業者がいないため

健康福祉部 子育て支援課

地域保健事業等に従事する
職員及び夜間救急センター
の看護業務における日雇看
護師の傷害保険

あいおいニッセイ同和損
害保険㈱

〇 28,360 2 特定
他社で同様の保険内容を保証するサービス
を提供する業者がいないため

健康福祉部 子育て支援課 妊婦健康診査委託
社団法人静岡県医師会、
日本助産師会静岡支部並
びに公的医療機関等

〇 26,747,780 2 特定
社団法人静岡県医師会、日本助産師会静岡
支部並びに公的医療機関等と協定を締結す
る権限を静岡県知事に委任しているため
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健康福祉部 子育て支援課 妊婦健康診査委託
医療法人倖成会　身原病
院　外15者

〇 346,440 2 特定
妊婦が受診を希望する里帰り先の病院と交
渉し、契約を結ぶため

健康福祉部 子育て支援課
乳児健康診査委託(4か月
児・10か月児健康診査）

社団法人静岡県医師会及
び公的医療機関等

〇 3,751,062 2 特定
社団法人静岡県医師会及び公的医療機関等
と協定を締結する権限を静岡県知事に委任
しているため

健康福祉部 子育て支援課
母子保健事業委託（1歳６
か月児・３歳児健康診査）

一般社団法人
伊東市医師会

〇 324,000 2 特定
業務に精通しており、他に競争する相手が
いないため

健康福祉部 子育て支援課
新生児聴覚スクリーニング
検査委託

一般社団法人静岡県医師
会及び一般社団法人静岡
県助産師会並びに公的医
療機関等

〇 1,173,500 2 特定

一般社団法人静岡県医師会及び一般社団法
人静岡県助産師会並びに公的医療機関等と
協定を締結する権限を静岡県知事に委任し
ているため

健康福祉部 子育て支援課 発達訓練指導事業委託
社会福祉法人　城ケ崎い
こいの里　相談支援セン
ターいぶき

197,000 2 特定
障害に対する知識や技術に精通しており、
これまで事業に参画する等の実績があり、
内容を熟知しているため

健康福祉部 子育て支援課 乳児全戸訪問委託 高橋　浩子　外３者 〇 763,050 2 特定
保健師・看護師は専門職であり、契約者は
業務に精通しているため

健康福祉部 子育て支援課
養育支援訪問事業委託（育
児家事援助）

特定非営利活動法人
いとう子育てネットワー
ク・ゆう

〇 195,000 2 特定
子育て世代に対する相談支援における知識
や技術を有しているため

健康福祉部 子育て支援課
養育支援訪問事業委託（専
門的相談支援）

高橋　浩子　外３者 〇 138,000 2 特定
保健師・看護師は得がたい専門職であり、
契約者は業務に精通しているため

健康福祉部 子育て支援課
産後ケア・ショートステ
イ・デイサービス事業

伊東市民病院、上山レ
ディースクリニック

〇 1,414,500 2 特定
高度な専門知識と資格を要する業務であ
り、他にできるものがいないため

健康福祉部 子育て支援課
産後ケア事業　いで湯型事
業

株式会社　ディーエイチ
シ―

〇 120,000 2 特定

産後の母体の回復に有効と認められる体操
の指導ができる資格者を有するなど事業を
遂行する環境設備と能力がある事業者のた
め
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健康福祉部 子育て支援課 助産師家庭訪問委託 伊東市民病院 〇 1,089,000 2 特定
高度な専門知識と資格を要する業務であ
り、他にできるものがいないため

健康福祉部 子育て支援課
伊東市家庭訪問型子育て支
援委託

特定非営利活動法人
いとう子育てネットワー
ク・ゆう

2,000,000 2 特定

家庭訪問型子育て支援事業における知識や
技術を有し、支援対象者の支援計画の作成
及び関係機関との調整役を担う者が在籍す
るため

健康福祉部 子育て支援課 子育てサロン事業委託
特定非営利活動法人
いとう子育てネットワー
ク・ゆう

6,000,000 2 特定

子育て世代に対する傾聴や共感等の相談支
援における知識や技術を有し、支援対象者
の支援計画の作成及び関係機関との調整役
を担う者が在籍するため

健康福祉部 子育て支援課
子育てサロン事業委託（伊
東幼稚園湯川分園　ひよ
こ）

社会福祉法人　伊東市社
会福祉協議会

1,215,000 2 特定

地域の福祉活動の拠点としての役割を担
い、子育て支援分野においても活動してお
り、事業を行う上で必要な地域のさまざま
な社会資源とのネットワークも有するため

健康福祉部 健康推進課 日雇専門職員等傷害保険
あいおいニッセイ同和損
害保険㈱

14,180 2 特定 業務に精通しているため

健康福祉部 健康推進課
健康管理システム運用支援
業務委託

㈱両備システムズ 977,616 2 特定
既導入の健康管理システムの版権元である
契約業者に依頼したため

健康福祉部 健康推進課
健康管理システム改修業務
委託

㈱両備システムズ 500,000 2 特定
既導入の健康管理システムの版権元である
契約業者に依頼したため

健康福祉部 健康推進課
定期予防接種の市町間相互
乗入れ業務委託

(一社）静岡県医師会 〇 1,813,920 2 特定 県医師会と契約するのが相当であるため

健康福祉部 健康推進課
全国市長会予防接種事故賠
償補償保険

全国市長会 84,064 2 特定
　他社で同様の保険内容を補償するサービ
スを提供する業者がいないため

健康福祉部 健康推進課 結核予防業務委託
静岡県結核予防婦人会伊
東支部

50,000 1 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため
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健康福祉部 健康推進課 予防接種委託
（一社）伊東市医師会
（公社）地域医療振興協
会伊東市民病院

〇 81,431,670 2 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため

健康福祉部 健康推進課
インフルエンザ予防接種業
務委託

（一社）伊東市医師会外
4件

〇 27,295,500 2 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため

健康福祉部 健康推進課
高齢者肺炎球菌予防接種業
務委託

（一社）伊東市医師会外
4件

〇 11,544,800 2 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため

健康福祉部 健康推進課 土地使用貸借契約
井戸川財産講
管理者　大沼　藤弘

0 1 特定 土地所有者のため

健康福祉部 健康推進課
伊東市立夜間救急医療セン
ター診療等業務契約

（一社）伊東市医師会 〇 50,111,000 2 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため

健康福祉部 健康推進課 医薬材料購入単価契約
中北薬品㈱三島支店
㈱スズケン伊東支店
アルフレッサ㈱伊東支店

〇 2,161,063 2
見積り
合わせ

健康福祉部 健康推進課 白衣等クリーニング契約 ㈲北島クリーニング 〇 186,110 1
見積り
合わせ

健康福祉部 健康推進課
伊東市立夜間救急医療セン
ター医師賠償責任保険

東京海上日動火災保険
(株)

77,760 1
見積り
合わせ

健康福祉部 健康推進課
伊東市立夜間救急医療セン
ター診療放射線業務委託契
約

診療放射線技師
吉川　保之　外３人

〇 6,752,500 2 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため

健康福祉部 健康推進課
伊東市立夜間救急医療セン
ター看護師業務委託契約

看護師
中野　美恵子　外２人

〇 3,650,000 2 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため
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健康福祉部 健康推進課 産業廃棄物処理委託契約
日本産業廃棄物処理㈱
角松商事（有）

〇 30,411 1 特定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可
が必要で、特殊な業務であるため

健康福祉部 健康推進課
自家用電気工作物保守管理
業務

（一財）関東電気保安協
会　沼津事業本部

141,523 2 特定
経済産業大臣が指定する法人であり、保安
管理技術が優れているため

健康福祉部 健康推進課 発電設備清掃業務委託
（一財）関東電気保安協
会　沼津事業本部

20,520 2 特定
経済産業大臣が指定する法人であり、保安
管理技術が優れているため

健康福祉部 健康推進課
伊東市立夜間救急医療セン
ター冷暖房機保守点検整備
委託契約

㈱太平エンジニアリング
沼津支店

196,560 1 特定
設備の施工業者であり、業務に精通してい
るため

健康福祉部 健康推進課
伊東市立夜間救急医療セン
ター消防用設備保守点検委
託契約

静岡防災㈱ 32,400 1
見積り
合わせ

健康福祉部 健康推進課 医療ガス設備保守点検契約 ㈱千代田　沼津営業所 194,400 1 特定
設備の施工業者であり、業務に精通してい
るため

健康福祉部 健康推進課
伊東市立夜間救急医療セン
ター自動ドア保守点検委託
契約

ナブコシステム㈱
沼津営業所

21,600 1 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため

健康福祉部 健康推進課 デジタル複合機賃貸借契約 ㈲太田商店 66,780 1 特定
リースアウト物件を継続して使用し、新規
に契約するより安価で使用できるため

健康福祉部 健康推進課 医療機器賃貸借契約
東芝医用ファイナンス㈱
（超音波診断装置）

 62,726 1 特定
リースアウト物件を継続して使用し、新規
に契約するより安価で使用できるため

健康福祉部 健康推進課 賃貸借契約
リコーリース（株）
（全自動血球器）

46,137 1 特定
リースアウト物件を継続して使用し、新規
に契約するより安価に使用できるため
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健康福祉部 健康推進課
東芝Ｘ線一般撮影装置賃貸
借及び保守に関する契約

東芝医用ファイナンス㈱ 507,384 2 特定
リースアウト物件を継続して使用し、新規
に契約するより安価で使用できるため

健康福祉部 健康推進課
休日救急医療診療業務委託
契約

（一社）伊東市医師会 〇 12,519,360 2 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため

健康福祉部 健康推進課 休日歯科診療業務委託契約
（一社）伊東市歯科医師
会

〇 291,600 2 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため

健康福祉部 健康推進課
保健福祉事業の医療業務に
関わる総合賠償保険

㈱シス 54,750 1 特定
他社で同様の保険内容を補償するサービス
を提供する業者がいないため

健康福祉部 健康推進課
全国市長会予防接種事故賠
償補償保険（健診特約）

全国市長会 65,512 2 特定
他社で同様の保険内容を補償するサービス
を提供する業者がいないため

健康福祉部 健康推進課 各種検診事業委託
ＪＡ静岡厚生連ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ中伊豆温泉病院

〇 8,411,327 2 特定
医療分野における高度な知識と技能が必要
なため

健康福祉部 健康推進課
歯周病検診事業の実施に関
する委託

（社）伊東市歯科医師会 〇 2,118,960 2 特定
医療分野における高度な知識と技能が必要
なため

健康福祉部 健康推進課
健康増進事業及び地域保健
事業委託業務の実施に関す
る委託

（一社）伊東市医師会 〇 25,424,890 2 特定
医療分野における高度な知識と技能が必要
なため

健康福祉部 健康推進課 各種検診事業委託
（公財）静岡県結核予防
会

〇 7,499,130 2 特定
医療分野における高度な知識と技能が必要
なため

健康福祉部 健康推進課 各種検診事業委託
（公社）地域医療振興協
会　伊東市民病院

〇 3,880,500 2 特定
医療分野における高度な知識と技能が必要
なため
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健康福祉部 健康推進課
骨粗しょう症検診事業業務
委託

（公財）静岡県予防医学
協会

〇 486,000 2 特定
医療分野における高度な知識と技能が必要
なため

健康福祉部 健康推進課 乳がん検診事業委託
聖隷沼津健康診断セン
ター

〇 5,116,176 2 特定
医療分野における高度な知識と技能が必要
なため

健康福祉部 健康推進課
平成29年度がん検診受診券
製作等業務委託契約

㈱両備システムズ 2,486,160 2 特定
既導入の健康管理システムの版権元である
契約業者に依頼したため

健康福祉部 健康推進課 収納事務委託
（一社）伊東市医師会外
6件

0 2 特定
保健事業の実施に関する委託業務に伴う収
納事務のため

健康福祉部 健康推進課
平成２９年度特定健康診
査・特定保健指導委託

(一社)伊東市医師会 〇 66,206,740 2 特定 医療知識を有するため

健康福祉部 健康推進課
平成２９年度特定健康診
査・特定保健指導等委託

ＪＡ静岡厚生連リハビリ
テーション中伊豆温泉病
院

〇 239,618 2 特定 医療知識を有するため

健康福祉部 健康推進課
特定保健指導継続的支援血
液検査及び尿検査委託

ＪＡ静岡厚生連リハビリ
テーション中伊豆温泉病
院

〇 256,830 2 特定 医療知識を有するため

健康福祉部 健康推進課
伊東市特定保健指導運動支
援委託事業契約

スポーツコンディショニ
ングＴＡＢＡＴＡ

〇 26,350 2 特定
高度な専門知識を有し、設備・環境が整っ
ているため

健康福祉部 健康推進課
伊東市特定保健指導運動支
援委託事業契約

ウェルネススポーツクラ
ブ

〇 0 2 特定
高度な専門知識を有し、設備・環境が整っ
ているため

健康福祉部 健康推進課 特定保健指導業務委託
㈱ベネフィットワン・ヘ
ルスケア

〇 1,163,889 2 特定
健康診査の検査結果を読み取り、個人の生
活リズム及び環境に合わせた専門的な保健
指導を実施することができるため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
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無

契約金額（円）
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健康福祉部 健康推進課
健診データ分析支援ソフト
の保守及び運用支援委託

㈱ウェルクル 64,800 1 特定
契約対象であるソフトウェアの納入業者で
あるため

健康福祉部 健康推進課
健康管理システム運用支援
委託

㈱両備システムズ 488,808 2 特定
既導入の健康管理システムの版権元である
契約業者に依頼したため

健康福祉部 健康推進課
特定健診実施計画等策定委
託

㈱データホライゾン 3,672,000 2 特定

計画を策定するに当たり、レセプトデータや特定
健康診査データ等の健康・医療情報を活用し、本
市の国民健康保険被保険者の健康状態や疾病構
成、医療費の現状を分析する等医療分野において
高度な専門知識と技能を要するため

健康福祉部 健康推進課
伊東市国民健康保険一日人
間ドック委託

(一社)伊東市医師会 〇 9,766,500 2 特定 医療知識を有するため

健康福祉部 健康推進課
伊東市国民健康保険脳ドッ
ク委託

（公社）地域医療振興協
会伊東市民病院

〇 1,270,000 2 特定 医療知識を有するため

健康福祉部 健康推進課
健康管理システム改修業務
委託

㈱両備システムズ 374,800 2 特定
既導入の健康管理システムの版権元である
契約業者に依頼したため

健康福祉部 健康推進課
平成２９年度後期高齢者健
康診査業務委託

(一社)伊東市医師会 〇 25,840,720 2 特定 医療知識を有するため

健康福祉部 健康推進課
伊東市後期高齢者
一日人間ドック委託

(一社)伊東市医師会 〇 1,249,500 2 特定 医療知識を有するため

保健福祉部 健康推進課
旧市立伊東市民病院警備業
務委託

セコム㈱ 470,448 1 特定 警備機器が業者所有のため

保健福祉部 健康推進課
伊東市民病院経営改善計画
進行管理支援等業務委託契
約

㈱内田会計事務所 4,800,000 2 特定
病院経営に精通しており、他に競争相手が
いないため



部　名 課　名 業務名 契約業者
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保健福祉部 健康推進課
再リース軽自動車の賃貸借
及び保守に関する契約

大和リース㈱
静岡支店

190,080 2 特定
リースアウト物件を継続して使用している
ため

観光経済部 観光課
伊東市セラピー・スポット
開発事業

伊東市健康保養地づくり
実行委員会

2,000,000 2 特定
事業の遂行能力、組織力及び企画に関する能
力を持ち、本市観光宣伝の実情及び各種観光
関連団体等の実情に精通しているため

観光経済部 観光課
伊東温泉観光動態統計調査
委託

一般社団法人伊東観光協
会

260,000 1 特定

本市の観光を担う中核組織として日々活動し、観
光案内所の運営など観光客と接する機会も多く、
かつ、観光客からの問い合わせにも柔軟に対応で
きる市内唯一の団体であるため

観光経済部 観光課
城ヶ崎吊橋安全点検業務委
託

㈱堀口組 246,240 1 特定 架替工事の施工業者のため

観光経済部 観光課
城ヶ崎海岸遊歩道維持管理
業務委託

（社）伊東市シルバー人
材センター

5,190,000 3 特定 高齢者の雇用促進･社会参加のため

観光経済部 観光課
城ヶ崎門脇埼灯台維持管理
業務委託

城ヶ崎観光開発㈱ 2,617,665 2 特定

当該業者は委託する灯台の近くで営業をしてお
り、整理員の休暇や補充、あるいは緊急事態の際
の応援など人員配置やローテーションなどのやり
繰りの点からも容易であるため

観光経済部 観光課
一碧湖周辺観光施設環境管
理業務

一碧湖環境管理組合 2,000,000 2 特定

土地所有者と一碧湖付近の住民により構成されて
いる団体で、一碧湖周辺の地形・形状等を熟知し
ているとともに緊急時の迅速な対応や、常時監視
ができるため

観光経済部 観光課
松川遊歩道維持管理業務委
託

（社）伊東市シルバー人
材センター

198,450 1 特定 高齢者の雇用促進・社会参加のため

観光経済部 観光課 公衆トイレ清掃業務委託 （有）鈴木メンテナンス 3,050,827 2
見積り
合わせ

（内産業課分137,970）

観光経済部 観光課 磯の香和家清掃業務委託 (株)伊豆シャボテン公園 180,000 1 特定
当該業務は、受託業者の駐車場内にあるト
イレの清掃業務であり、清掃員の確保・補
充、緊急時の対応等が迅速に行われるため
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観光経済部 観光課 観光施設管理業務委託 （公財）伊東市振興公社 18,384,000 2 特定

都市公園等の指定管理委託業務をしている
振興公社であれば、作業の実施及び作業員
の休暇や補充あるいは災害等の緊急事態の
際の応援などのやりくりが容易であり、作
業効率や経費の面からも有利であるため

観光経済部 観光課
伊東市観光会館音響設備保
守点検業務委託契約

ヤマハサウンドシステム㈱ 975,240 2 特定

当該音響設備の改修を行ったヤマハサウン
ドテック㈱の関連会社であり、同製品の構
造等に精通しているなど緊急時における迅
速な対応が可能であるため

観光経済部 観光課
オレンジビーチ外美化業務
委託

㈱観光サービス公社 4,146,120 2
見積り
合わせ

観光経済部 観光課
川奈いるか浜公園維持管理
業務委託

川奈いるか浜管理組合 1,000,000 2 特定

受託者は、地元の住民で構成されている団
体であるため緊急時の対応が迅速にできる
とともに、同公園の設置理由である川奈地
域の振興を促すことになるため

観光経済部 観光課
海水浴場監視所等設置撤去
業務委託

㈲石田組 2,116,560 2
見積り
合わせ

観光経済部 観光課
伊東・川奈海水浴場放送設
備設置撤去業務委託

㈱伊豆電業社 386,640 1 特定

本業務の使用材料は毎年使用している市の備品で
あるため、その取扱いには十分な配慮を要し、そ
の性能及び消耗度を確実に把握し、故障等緊急時
に早急に対応する必要があるため

観光経済部 観光課
宇佐美海水浴場放送設備設
置撤去業務委託

㈲稲葉電気 496,800 1 特定

本業務の使用材料は毎年使用している市の備品で
あるため、その取扱いには十分な配慮を要し、そ
の性能及び消耗度を確実に把握し、故障等緊急時
に早急に対応する必要があるため

観光経済部 観光課
伊東・宇佐美・川奈海水浴
場監視業務委託

㈱カイマナ 1,235,000 2
見積り
合わせ

観光経済部 観光課 いるか浜公園監視業務委託 ㈱カイマナ 265,000 2
見積り
合わせ
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観光経済部 観光課
観光施設花壇（伊東温泉シ
ンル柱花壇ほか）維持管理
業務委託

伊東造園事業協同組合 4,797,000 2
見積り
合わせ

観光経済部 観光課
観光施設花壇（伊東駅前
ロータリー内）維持管理業
務委託

伊東造園事業協同組合 259,200 2
見積り
合わせ

観光経済部 観光課

観光施設花壇（国道135号ﾊﾞｲ
ﾊﾟｽ中央分離帯（湯川境川～新
井漁協前）花壇）維持管理業
務委託

伊東緑化事業協同組合 1,941,408 2
見積り
合わせ

観光経済部 観光課 花でおもてなし事業委託
花と海といで湯の街プロ
ジェクト実行委員会

3,000,000 2 特定

会員相互及び諸団体との橋梁のもと、ブー
ゲンビリアの魅力を市民や観光客に発信し
ており、花と海といで湯のまち伊東のイ
メージアップを図るためには協力が不可欠
な団体であるため

観光経済部 観光課 花でおもてなし事業委託
花と海といで湯の街プロ
ジェクト実行委員会

3,000,000 2 特定

会員相互及び諸団体との橋梁のもと、ブー
ゲンビリアの魅力を市民や観光客に発信し
ており、花と海といで湯のまち伊東のイ
メージアップを図るためには協力が不可欠
な団体であるため

観光経済部 観光課 花でおもてなし事業委託
花と海といで湯の街プロ
ジェクト実行委員会

2,500,000 2 特定

会員相互及び諸団体との橋梁のもと、ブー
ゲンビリアの魅力を市民や観光客に発信し
ており、花と海といで湯のまち伊東のイ
メージアップを図るためには協力が不可欠
な団体であるため

観光経済部 観光課
庁舎玄関前庭園整備事業委
託

職業訓練法人伊東職業訓
練協会

3,500,000 2 特定
政策的に伊東高等職業訓練校造園科の訓練生
の実技訓練と位置付けて実施するものである
ため

観光経済部 観光課
伊豆半島ジオパーク周知・
推進事業委託

伊豆急行(株) 300,000 1 特定

伊東ビジターセンターを開設する「やまも
プラザ」の所有者であり、市内の交通事業
者であることから、周知及び誘客の一体的
な事業実施が可能であるため
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観光経済部 観光課
伊豆半島ジオパーク伊東エ
リア推進事業委託

ジオテラス 1,200,000 2 特定

当該団体は、主に伊東エリアのジオガイドで構成
され、活動している団体であり、伊豆半島ジオ
パーク伊東エリアジオサイトに関する知識を有
し、伊豆半島ジオパーク推進協議会及び関連団体
と連携して事業を取りまとめることができる団体
であるため、事業の遂行能力及び企画力を兼ね備
えていると認められるため

観光経済部 観光課 観光イベント警備委託 ㈲さとう総合警備 4,600,000 2
見積り
合わせ

観光経済部 観光課 伊豆高原フェスタ委託 伊豆高原フェスタ協議会 6,400,000 2 特定
業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、伊豆高原地区の実情に精通しているた
め

観光経済部 観光課
季節のイベント伊東温泉め
ちゃくちゃ市事業委託

伊東温泉めちゃくちゃ市
実行委員会

4,600,000 2 特定

業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、地元の実情に精通する中で、第一次産
業と第三次産業の連携を図れる団体である
ため

観光経済部 観光課
第２０回伊東温泉花笠踊り
事業委託ち

伊東温泉花笠踊り実行委
員会

2,650,000 2 特定

本委託事業の目的を遂行するために組織された団
体であり、かつ、観光業関係者、商工業関係者、
舞踊団関係者等の幅広い市民の団体で構成されて
おり、本事業の遂行能力を兼ね備えているため

観光経済部 観光課
第２０回伊東大田楽事業委
託

伊東大田楽実行委員会 2,450,000 2 特定

本委託事業の目的を遂行するために組織された団
体であり、かつ、観光業関係者、商工業関係者等
の幅広い市民の団体で構成されており、本事業の
遂行能力を兼ね備えているため

観光経済部 観光課
１・１０（いとう）の日事
業委託

一般社団法人伊東観光協
会

300,000 1 特定
業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、市内各種団体間の連携を図れ、かつ、
観光関連産業の実情に精通しているため

観光経済部 観光課
高校生観光交流推進事業委
託

伊東市健康保養地づくり
実行委員会

1,000,000 2 特定
他市小中学生との交流事業を行った実績があり、
観光誘客交流促進事業を実施するための体制が
整っているため

観光経済部 観光課
開運！なんでも鑑定団出張
鑑定大会ｉｎ伊東開催事業

公益財団法人伊東市振興公社 600,000 2 特定

当該事業の開催会場である伊東市観光会館の指定
管理者であり、その設備に関する知識を有してい
るとともに、類似した自主事業の運営実績がある
ことから、業務遂行能力、調整力、企画力を兼ね
備えていると認められるため
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観光経済部 観光課 第７１回按針祭式典等委託
第７１回按針祭執行委員
会

23,000,000 2 特定

当該事業については、執行委員会を組織し開催す
るものであり、業務遂行能力、組織力及び企画能
力に富み、市内各種団体間の連携を図れ、かつ、
当該イベントの実情に精通しているため
※市制70周年記念ディズニーパレード実施事業に
ついても同一契約
※市制70周年記念ディズニーパレード施事業費
10,000,000円を含む。

観光経済部 観光課
メディアミックス宣伝事業
委託

一般社団法人伊東観光協
会

2,860,000 2 特定
業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、観光宣伝の実情、マスメディア、旅行
業界等に精通しているため

観光経済部 観光課 誘客宣伝事業等委託
一般社団法人伊東観光協
会

21,340,000 2 特定
業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、市内各種団体間の連携を図れ、かつ、
観光関連産業の実情に精通しているため

観光経済部 観光課
小室山公園つつじ祭り事業
委託契約

東海自動車株式会社 450,000 2 特定
業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、観光宣伝の実情、マスメディア等に精
通しているため

観光経済部 観光課
伊東市観光案内所運営事業
委託

伊東マリンタウン㈱ 4,350,000 2 特定
伊東市観光案内所は当該事業者が運営する伊東マ
リンタウン内に開設しているため、効率的な運営
ができるため

観光経済部 観光課
伊東市観光情報ホームペー
ジ管理更新事業委託

一般社団法人伊東観光協
会

1,200,000 2 特定
業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、観光宣伝の実情、マスメディア、旅行
業界等に精通しているため

観光経済部 観光課
地域のアイデア実践事業委
託（伊東市観光素材撮影）

一般社団法人伊東観光協
会

2,200,000 2 特定

本市の観光宣伝の実情、旅行業界及びマス
メディア関係者との交渉・調整等に精通
し、誘客宣伝等の企画力を兼ね備え、信頼
性も高いため。

観光経済部 観光課
地域のアイデア実践事業委
託（伊東市観光素材撮影）

一般社団法人伊東観光協
会

300,000 2 特定

本市観光宣伝の実情、旅行業界及びマスメ
ディア関係者との交渉・調整等に精通し、
誘客宣伝等の企画力を兼ね備え、信頼性も
高いため

観光経済部 観光課 伊東温泉和文化演出事業委
託

一般社団法人伊東観光協
会

2,500,000 2 特定
業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、市内各種団体間の連携を図れ、かつ、
当該イベントの実情に精通しているため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

観光経済部 観光課
伊東温泉街歩きマップ等作
成事業委託

伊東温泉旅館ホテル協同
組合

700,000 2 特定

業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、市内各種団体間の連携を図ることがで
き、かつ、当該イベントの実情に精通して
いるため

観光経済部 観光課
伊東温泉イメージアップ事
業委託

一般社団法人伊東観光協
会

7,850,000 2 特定
業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、市内各種団体間の連携を図れ、かつ、
観光関連産業の実情に精通しているため

観光経済部 観光課 花火大会開催強化事業委託
一般社団法人伊東観光協
会

7,000,000 2 特定
本事業の遂行に必要な市内事業所の情報を有して
おり、かつ、それら事業所間との連絡調整及びイ
ベント運営のノウハウを有しているため

観光経済部 観光課 スポーツ誘客推進事業委託
一般社団法人伊東観光協
会

4,100,000 2 特定
業務遂行能力、組織力及び企画能力に富
み、観光宣伝の実情及び、マスメディア、
旅行業界等に精通しているため

観光経済部 観光課
伊東温泉オールシーズンプ
ロモーション事業委託

㈱さとゆめ 4,997,808 2 特定

受託金額の優劣よりも、様々な観光宣伝に対する
手法のうち、予算内において最も本市に合った企
画提案を採用することにより効果が得られるた
め、公募型プロポーザル方式により決定した。

観光経済部 観光課
外国人観光客誘致活動推進
事業委託（外国人観光客誘
致活動推進事業）

伊東市インバウンド推進
協議会

3,560,000 2 特定
業務遂行能力、組織力及び企画力を持ち、
本市のインバウンド事情にも精通している
ため

観光経済部 観光課 温泉情緒演出事業
伊東温泉旅館ホテル協同
組合

1,700,000 2 特定
観光宣伝の実情、観光関連団体等に精通し
ているため

観光経済部 観光課
丸山公園ほたる観賞会開催
業務委託

（公財）伊東市振興公社 150,000 1 特定

都市公園の指定管理者であり、蛍の養殖を行って
いるため蛍の成育についても専門的な知識を持っ
ており、不測の事態が発生した場合においても迅
速かつ適切な対応ができるなどの利点があるため

観光経済部 観光課
第３０回つばき観賞会開催
業務委託

（公財）伊東市振興公社 822,000 2 特定

都市公園の指定管理者であり、椿その他の花の種
類等に精通していること及び椿園を管理している
ことから、不測の事態が発生した場合においても
迅速かつ適切な対応ができるなどの利点があるた
め



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
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無

契約金額（円）
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観光経済部 観光課
小室山総合グラウンド臨時
駐車場開設業務委託

（公財）伊東市振興公社 1,400,000 2 特定

都市公園の指定管理者であり、グラウンドの状態
やつつじ園の状況等を熟知しており、公園内にお
いて不測の事態が発生した場合においても迅速か
つ適切な対応ができるなどの利点があるため

観光経済部 産業課
宇佐美留田浜辺公園清掃業
務委託

（公社）伊東市シルバー
人材センター

123,352 3 特定 高齢者の雇用促進のため

観光経済部 産業課 公衆トイレ清掃業務 （有）鈴木メンテナンス 137,970 2
見積り
合わせ

観光経済部 産業課 林道奥野線管理業務委託 （公財）伊東市振興公社 299,460 1 特定
松川湖周辺の観光施設とともに一体的な管
理により緊急時の対応や人員配置等の効率
化が図られるため

観光経済部 産業課
健康回復公園大平の森維持
管理業務委託

小川植林組合 388,800 1
見積り
合わせ

観光経済部 産業課
農地地図情報システム保守
業務委託

（株）パスコ静岡支店 699,840 2 特定
既に導入されているソフトウェアの保守業
務であり、競争入札に適さないため

観光経済部 産業課 再就職講座事業委託 （訓）伊東職業訓練協会 700,000 2 特定
職業訓練であり、ＩＴ事務訓練に精通して
いるため

観光経済部 産業課
宇佐美留田浜辺公園内駐車
場管理業務委託

宇佐美留田町内会 1,800,000 2 特定
地域住民の生活に密接に関係している事業
であり、施設供用時間外にトラブル等発生
した際に迅速に対応できるため

観光経済部 産業課
平成２９年度県単独森林病
害虫獣総合対策事業

（株）ジーテック 2,400,000 2
見積り
合わせ

観光経済部 競輪事業課
伊東温泉競輪選手宿舎「大
輪荘」真空式温水ヒーター
機器保守点検業務委託

㈱日本サーモエナー静岡
支店

172,800 1 特定 機器納入業者
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観光経済部 競輪事業課 簡易無線局無線機保守委託 静岡日電ビジネス㈱ 219,400 1 特定 特殊な業務

観光経済部 競輪事業課
自家用電気工作物保守点検
業務委託

（一財）関東電気保安協
会沼津事業本部

278,328 2 特定 庶務課一括契約分

観光経済部 競輪事業課 平日払戻運用業務委託
トータリゼータエンジニ
アリング㈱

〇 358,128 2 特定 特殊な業務

観光経済部 競輪事業課
伊東温泉競輪開催告知用ポ
スター制作委託

㈱沼広 356,400 1
見積り
合わせ

観光経済部 競輪事業課
伊東温泉競輪選手宿舎「大
輪荘」空調機器保守点検業
務委託

㈱テクノ菱和静岡支店 662,040 2 特定 機器納入業者

観光経済部 競輪事業課
伊東市庁舎等施設エレベー
ター保守点検業務委託

ジャパンエレベーター
サービス㈱

492,480 2
見積り
合わせ

庶務課一括契約分

観光経済部 競輪事業課
伊東温泉競輪選手宿舎「大
輪荘」空調自動制御機器保
守点検業務委託

㈱テクノ菱和静岡支店 534,600 2 特定 機器納入業者

観光経済部 競輪事業課
インターネットホームペー
ジ地元競輪情報コーナー運
営事業委託

㈲イシダ商事 535,500 2 特定 特殊な業務

観光経済部 競輪事業課
伊東温泉競輪選手宿舎「大
輪荘」消防用設備保守点検
業務委託

静岡防災㈱ 583,200 2
見積り
合わせ

観光経済部 競輪事業課 機械警備業務委託 セコム㈱ 725,760 2 特定 機器納入業者
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観光経済部 競輪事業課
伊東温泉競輪選手宿舎「大
輪荘」建築物環境衛生管理
清掃業務委託

伊東メンテナンス㈱ 1,760,400 2
見積り
合わせ

事業所が他に市内に無い※平成１７年度か
らビル衛生管理法の見直しにより定期清掃
業務委託契約と一括契約

観光経済部 競輪事業課
伊東市営伊東温泉競輪開催
のテレビ実況生放送委託

㈱伊豆急ケーブルネット
ワーク

〇 2,564,190 2 特定 特殊な業務

観光経済部 競輪事業課
観客用等場内カラーテレビ
実況放送委託

㈱東京ビデオシステム 〇 2,586,083 2 特定 特殊な業務

観光経済部 競輪事業課
伊東温泉競輪テレドーム事
業委託

トータリゼータエンジニ
アリング㈱

3,035,484 7 特定 特殊な業務

観光経済部 競輪事業課
伊東温泉競輪場外（駐車場
等）及び付近町内夜間巡回
警備委託

㈲伊豆セフティ管理 〇 34,754,024 2
見積り
合わせ

観光経済部 競輪事業課
インターネットホームペー
ジ運営事業委託

トータリゼータエンジニ
アリング㈱

6,293,376 2 特定
開設時コンペにより業者選定、競争入札に
適さない

観光経済部 競輪事業課
医師派遣及び待機診療業務
委託

公益社団法人地域医療振
興協会

〇 7,203,600 2 特定 特殊な業務

観光経済部 競輪事業課
伊東温泉競輪場内及び場内
夜間警備委託

㈲伊豆セフティ管理 〇 58,456,376 2
見積り
合わせ

観光経済部 競輪事業課 警備用テレビ放映委託 東京電設工業㈱ 〇 50,001,840 7 特定 長年にわたり契約し、業務に精通

観光経済部 競輪事業課
ファンサービス及び投票業
務用テレビ放映委託

㈱東京ビデオシステム 〇 91,554,629 7 特定 長年にわたり契約し、業務に精通
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観光経済部 競輪事業課
伊東温泉競輪選手宿舎「大
輪荘」管理運営、清掃及び
給食業務委託

㈱レストラン・ピガール 30,278,951 2 特定 長年にわたり契約し、業務に精通

観光経済部 競輪事業課
投票及び払戻業務機器保
守、電算室運用並びに投票
所管理業務委託

トータリゼータエンジニ
アリング㈱

〇 126,280,724 2 特定 特殊な業務

観光経済部 競輪事業課
新競輪オンライン投票シス
テム業務等委託

㈱チャリロト 79,192,769 2 特定 特殊な業務

観光経済部 競輪事業課 伊東温泉競輪放映業務委託 ㈱静岡テレビセンター 133,005,876 2
見積り
合わせ

観光経済部 競輪事業課 競輪の実施事務の委託 公益財団法人ＪＫＡ 264,092,865 2 特定 特殊な業務

建設部 建設課 デジタル複合機賃貸借契約 ㈱カルタン 〇 129,201 2 特定
長期継続契約後、同一機種を安価で賃貸借
するため

建設部 建設課
伊東市道路パトロール業務
委託

伊東建設業協同組合 〇 9,185,400 2 特定

市内全域の市道パトロールを月2回実施する
が単一業者が実施することが困難であるの
で市内建設業者が会員となっている組合を
選定

建設部 建設課 道路修繕等業務委託 ㈱海野建設　外35 〇 8,921,444 2 特定
道路修繕における緊急応急処理のため舗
装、土木、造園等の専門業者を選定

建設部 建設課 公共嘱託登記業務委託
（公社）静岡県公共嘱託
登記土地家屋調査士会

7,146,007 2 特定

当該受託団体は、土地家屋調査士法第６３条に定
める公益事業に寄与することを目的とした団体で
あるため
分筆：13件　測量・調査：1件　その他：0件

建設部 建設課
市道松ノ木畑・鉄砲塚線改
良事業に係る不動産鑑定意
見書作成委託

山田不動産鑑定事務所 75,600 1 特定
不動産鑑定業務に係る報酬額は、中央用地
対策連絡協議会にて「公共事業に係る不動
産鑑定報酬基準」を定めているため
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建設部 建設課
市道蓮着寺道線道路用地に
係る不動産鑑定意見書作成
業務

山田不動産鑑定事務所 75,600 1 特定
不動産鑑定業務に係る報酬額は、中央用地
対策連絡協議会にて「公共事業に係る不動
産鑑定報酬基準」を定めているため

建設部 建設課
市道十足道線外改良事業に
係る不動産鑑定書作成業務

山田不動産鑑定事務所 324,000 1 特定
不動産鑑定業務に係る報酬額は、中央用地
対策連絡協議会にて「公共事業に係る不動
産鑑定報酬基準」を定めているため

建設部 建設課
市道八代田２号線外改良事
業に係る不動産鑑定書作成
業務

山田不動産鑑定事務所 280,800 1 特定
不動産鑑定業務に係る報酬額は、中央用地
対策連絡協議会にて「公共事業に係る不動
産鑑定報酬基準」を定めているため

建設部 建設課
市道城ケ崎線改良事業に係
る不動産鑑定書作成業務

山田不動産鑑定事務所 259,200 1 特定
不動産鑑定業務に係る報酬額は、中央用地
対策連絡協議会にて「公共事業に係る不動
産鑑定報酬基準」を定めているため

建設部 建築住宅課
市営赤坂住宅合併浄化槽の
維持管理業務委託

東海プラント株式会社 111,456 1
見積り
合わせ

建設部 建築住宅課
建築行政共用データベース
システム利用契約

一般財団法人建築行政情
報センター

182,736 1 特定
システム開発会社であり、内容に精通して
いるため

建設部 建築住宅課
指定道路台帳支援システム
保守業務委託

株式会社東日伊東営業所 299,160 1 特定
システム開発会社であり、内容に精通して
いるため

建設部 建築住宅課
市営住宅消防用設備等保守
点検業務委託

伊東防災有限会社 746,064 2
見積り
合わせ

建設部 建築住宅課
市営城星第１住宅合併浄化
槽の維持管理業務委託

株式会社クォードコーポ
レーション東日本支店

814,320 2
見積り
合わせ

建設部 建築住宅課
市営猪山住宅合併浄化槽の
維持管理業務委託

株式会社クォードコーポ
レーション東日本支店

1,045,440 2
見積り
合わせ
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建設部 建築住宅課
市営住宅エレベーター保守
点検委託

株式会社日立ビルシステ
ム横浜支社

1,548,720 2 特定
当該施設の施行業者であり、リモートメン
テナンスを実施しているなど保守点検業務
に精通しているため

建設部 建築住宅課
市営住宅合併浄化槽の汚泥
引き抜き

有限会社木村衛生社 〇 1,216,460 2
見積り
合わせ

建設部 建築住宅課
「わが家の専門家診断事
業」業務委託

公益社団法人静岡県建築
士会

〇 2,779,200 2 特定
静岡県耐震診断補強相談士を統括できる
組織が他にないため

建設部 都市計画課
都市計画道路伊東大仁線用
地に係る不動産鑑定評価時
点修正業務委託

山田不動産鑑定事務所 97,200 1 特定

本市における経験と実績から選定してい
る。報酬額は、「公共事業に係る不動産鑑
定報酬基準」によるもので、業者間の価格
差はない。

建設部 都市計画課
伊東市東松原町１８１－
１、１８２－１、１８２－
２土地分筆登記業務委託

（公社）静岡県公共嘱託
登記土地家屋調査士協会

308,962 2 特定
特殊な業務で県内唯一業務のできる団体で
あることから。

建設部 都市計画課
伊東市東松原町２４５－
１、２４６－１土地分筆登
記業務委託

（公社）静岡県公共嘱託
登記土地家屋調査士協会

293,365 2 特定
特殊な業務で県内唯一業務のできる団体で
あることから。

建設部 都市計画課
伊東市東松原町２４６－２
土地分筆登記業務委託

（公社）静岡県公共嘱託
登記土地家屋調査士協会

296,328 2 特定
特殊な業務で県内唯一業務のできる団体で
あることから。

建設部 都市計画課
伊東市デマンド型乗合タク
シー運行業務委託

伊豆急東海タクシー㈱ 〇 326,110 2 特定
特殊な業務で市内唯一業務のできる事業者
であることから。

建設部 都市計画課
伊東市地理情報システム維
持管理業務委託

㈱東日　伊東営業所 693,360 2 特定
システムの開発者であり業務に精通してい
ることから

建設部 都市計画課
国道１３５号バイパス街路
樹枯損枝収集業務委託

㈲伊東グリーン 561,600 2
見積り
合わせ
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建設部 都市計画課
国道１３５号バイパス街路
樹維持管理業務委託

㈲伊東グリーン 982,800 2
見積り
合わせ

建設部 都市計画課
小室山公園浸透池等維持管
理業務委託

㈲伊東グリーン 961,200 2
見積り
合わせ

建設部 都市計画課
都市景観施設維持管理業務
委託

（公社）伊東シルバー人
材センター

603,000 2 特定
高齢者の雇用機会の推進を担う業務の一つ
として考えていることから

上下水道部 下水道課 国県道路台帳補正業務委託 東亜測量設計㈱ 70,200 6 特定

国県道において新規下水道管路の道路占用
を県が管理する道路台帳に記載するため、
当該業務を委託されている県の受託業者を
選定した。

上下水道部 下水道課

平成29年度～平成31年度伊
東市下水道事業地方公営企
業会計移行業務委託（移行
事務・システム導入）

（株）フューチャーイン 19,202,400 6 特定

本業務は、水道事業で使用している会計シ
ステムの改修をすることが必須であり、本
業務の目的を達成するには、当該システム
を納入し、保守する事業者と契約する必要
があるため

上下水道部 下水道課 下水道接続促進業務委託 （株）フューチャーイン 928,800 6 特定

当該事業者は、伊東市水道事業との間で、料金徴
収委託業務を締結していることから、当該業務に
必要となる基礎資料を作成することができ、更に
は、給水区域内を定期的に巡回している水道検針
員を保有していることから、下水道未接続世帯へ
の訪問が円滑に行えるなど、本業務の遂行能力及
び管理体制の条件を検討した結果、当該事業者以
外に該当する者がないため

上下水道部 下水道課
平成29年度下水道課工事監
督用軽貨物自動車の賃貸借
及び保守

日本カーソリューション
ズ(株)

86,184 2
見積り
合わせ

上下水道部 水道課 水道修繕調査等業務委託 伊東管工事工業協同組合 18,036,000 2 特定
伊東市水道事業の配水及び給水設備を熟知
した伊東市指定給水装置工事事業者で組織
する官公需適格組合を選定

上下水道部 水道課
水道管路漏水調査（ロガ監
視）業務委託

(株)フューチャーイン
静岡支店

3,240,000 2 特定
ロガ監視システムでの漏水調査実績があ
り、市内の水道管路に精通した業者を選定
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上下水道部 水道課
水道管路情報システムデー
タ修正業務委託

(株)フューチャーイン
静岡支店

4,989,600 2 特定
給水装置工事等窓口業務委託の受託業者で
あり、伊東市の配水管、給水管等を熟知し
ているため

上下水道部 水道課
給水装置工事竣工検査業務
委託

(株)フューチャーイン
静岡支店

1,620,000 2 特定
給水装置工事等窓口業務委託の受託業者で
あり、給水装置工事の申請内容に熟知して
いるため

上下水道部 水道課
県道路台帳占用物件記帳業
務委託

東亜測量設計(株) 410,400 6 特定
国県道の水道管占用を道路台帳に記帳する
業務で、県の道路台帳記帳業の受託業者を
選定

上下水道部 水道課
水道工事設計積算施工管理
業務委託

伊東管工事工業協同組合 6,521,040 2 特定
水道配管工事の大部分を受注している組合
員からなる官公需適格組合で、現場に応じ
た設計、施工管理が可能となるため

上下水道部 水道課
池室ノ腰配水池実施設計業
務委託

(株)蓮池設計
伊豆営業所

5,400,000 6 特定
耐震診断調査及び概略設計中で当該業務に
必要な資料を所有する業者を選定

上下水道部 水道課
湯川燧山配水池管路用地分
筆登記委託

(公社)静岡県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会

174,684 2 特定
測量及び土地の分筆登記を行う業務である
ため、公共嘱託にて実施

上下水道部 水道課
湯川鎌平配水池修正設計業
務委託

(株)東日
伊東営業所

3,539,160 6 特定
当該施設の設計等を実施し、必要な資料を
所有していることから、経費の節減及び業
務期間の短縮が可能

上下水道部 水道課
右城星地内道路配水管更新
工事

三和建設(株) 9,045,000 6 特定
安全管理等の観点から、当該箇所を同時施
工する道路工事受注者を選定

上下水道部 水道課
松原地内送水管等耐震化工
事

(株)堀口組 7,499,520 6 特定
安全管理等の観点から、当該箇所を同時施
工する河川工事受注者を選定

上下水道部 水道課
富戸・梅の木平線配水管布
設工事

(株)新光重機土木 4,361,040 6 特定
安全管理等の観点から、当該箇所を同時施
工する道路工事受注者を選定
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上下水道部 水道課
松ノ木畑・鉄砲塚線配水管
布設工事

(株)日吉建設 4,716,360 6 特定
安全管理等の観点から、当該箇所を同時施
工する道路工事受注者を選定

上下水道部 水道課
登・池ノ坂線配水管布設工
事

森田土木(株) 2,784,240 6 特定
安全管理等の観点から、当該箇所を同時施
工する河川工事受注者を選定

上下水道部 水道課 水質検査業務委託 ㈱環境計量センター 10,362,600 2 特定

伊東市水道施設維持管理業務委託に含まれ
る業務であるため、同業務の受託業者によ
り本市の水質検査業務を熟知した業者を選
定

上下水道部 水道課
自家用電気工作物の保安管
理業務に関する委託

㈶関東電気保安協会沼津
事業本部

2,975,521 6 特定 庶務課にて一括契約

上下水道部 水道課
受電設備の清掃業務に関す
る委託

㈶関東電気保安協会沼津
事業本部

487,080 6 特定 庶務課にて一括契約

上下水道部 水道課
統合地区水道施設維持管理
業務委託

㈱水機テクノス静岡営業
所

2,630,880 2 特定
伊東市水道事業の施設を一括して維持管理
委託している業者である。

上下水道部 水道課
ポリ塩化ビフェニル廃棄物
(特別管理産業廃棄物)処理
委託

中間貯蔵・環境安全事業
㈱
豊田PCB処理事業所

1,481,760 2 特定 法令により処理業者が限られている。

上下水道部 水道課
ポリ塩化ビフェニル廃棄物
(特別管理産業廃棄物)収集
運搬業務

丸両自動車運送㈱ 226,800 2 特定 法令により処理業者が限られている。

上下水道部 水道課
産業廃棄物（ソーダ灰）処
理委託

㈱アイクリーン 〇 753,840 2 特定 法令により処理業者が限られている。

上下水道部 水道課 産業廃棄物収集・運搬委託 セキトランスシステム㈱ 〇 48,600 2 特定 法令により処理業者が限られている。
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上下水道部 水道課
岡水落鎌田宇佐美畑№２送
水ポンプ整備工事

荏原実業㈱静岡支社 1,593,000 5 特定
通常２台で交互運転しているポンプ１台が
故障したため、緊急に修理する必要が生じ
た。

上下水道部 水道課
湯川湯川畑鎌平送水ポンプ
場修正設計業務委託

㈱オオバ静岡営業所 2,268,000 5 特定
建設工事発注済の修正設計のため、業務期
間が短いので、当初設計者と締結する。

上下水道部 水道課
大川浄水場中間塩素注入装
置設置工事

㈱水機テクノス静岡営業
所

2,419,200 2 特定
伊東市水道事業の施設を一括して維持管理
委託している業者である。

上下水道部 水道課
水処理施設遠隔監視システ
ム整備工事

㈱水機テクノス静岡営業
所

9,158,400 2 特定
伊東市水道事業の施設を一括して維持管理
委託している業者であり、遠隔システムを
運用しているため

上下水道部 水道課
伊東市上下水道料金口座振
替収納事務委託

SMBCファイナンスサービ
ス㈱

〇 584,233 7 特定
市場調査をした結果、他市の同類契約より
も金額的に有利なため

上下水道部 水道課
水道料金等コンビニエンス
ストア収納代行業務委託

三菱UFJニコス㈱ 〇 2,408,954 7 特定
市場調査をした結果、他市の同類契約より
も金額的に有利なため

上下水道部 水道課
検定満期メーター交換業務
委託

伊東管工事工業協同組合 23,965,200 2 特定

業務対象が広範囲であり、期間内に単独事
業者が施工することは困難なため、複数の
指定給水装置工事事業者で組織され、官公
需適格組合である同組合を選定した。

上下水道部 水道課
水道事業統合に伴う料金徴
収等業務委託

㈱フューチャーイン
静岡支店

470,880 6 特定
平成27年12月25日締結の料金徴収等業務委
託契約（契約期間　平成33年3月31日まで）
の受託者であるため

上下水道部 水道課
給水差止仮処分命令申立事
件訴訟関連業務委託

弁護士 324,000 2 特定
本市の重要な訴訟を担当した弁護士であ
り、専門性を有するため

教育委員会 教育総務課 小学校（６校）警備委託 セコム(株) 1,693,584 7 特定 警備機器が業者所有のため
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教育委員会 教育総務課 小学校（４校）警備委託 東海綜合警備保障(株) 1,581,120 7 特定 警備機器が業者所有のため

教育委員会 教育総務課 中学校（全５校）警備委託 東海綜合警備保障(株) 2,099,520 7 特定 警備機器が業者所有のため

教育委員会 教育総務課
小学校（全１０校）消防用
設備等保守点検委託

(株)藤興産 534,600 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
中学校（全５校）消防用設
備等保守点検委託

(株)藤興産 378,000 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
小学校（全１０校）電気工
作物保守点検委託

(一財)関東電気保安協会 1,477,735 2 特定 法律で定められた業者

教育委員会 教育総務課
中学校（全５校）電気工作
物保守点検委託

(一財)関東電気保安協会 826,730 2 特定 法律で定められた業者

教育委員会 教育総務課
小学校（全１０校）遊具施
設保守点検委託

遊具診断静岡 376,920 2
見積り
合わせ

　

教育委員会 教育総務課
中学校（全５校）体育器具
保守点検委託

遊具診断静岡 186,840 2
見積り
合わせ

　

教育委員会 教育総務課
小学校(西小除く９校）
受水槽及び高架水槽の清掃

アートウォーター 267,840 1
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
中学校(南中除く４校）
受水槽及び高架水槽の清掃

アートウォーター 108,000 1
見積り
合わせ
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教育委員会 教育総務課
小学校（４校）浄化槽維持
管理委託

(有)日環水処理 168,912 1
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
中学校(１校）浄化槽維持
管理委託

東海プラント㈱ 622,080 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
小学校（４校）浄化槽の汚
泥引き抜きに関する契約

㈲保健クリーン 〇 497,664 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
対島中学校浄化槽の汚泥引
き抜きに関する契約

㈲保健クリーン 〇 93,312 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
小学校（全１０校）プール
浄化装置設備保守点検委託

アートウォーター 432,000 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
中学校（全５校）プール浄
化装置設備保守点検委託

アートウォーター 216,000 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
宇佐美中学校屋内運動場エ
レベーター保守点検委託

ジャパンエレベーター
サービス(株)

294,192 2
見積り
合わせ

※庶務課一括契約

教育委員会 教育総務課
宇佐美中学校屋内プールボ
イラー保守点検委託

(株)日本サーモエナー
静岡支店

56,160 1 特定 特殊な業務で他にできる業者がないため

教育委員会 教育総務課
宇佐美中学校プールボイ
ラーばい煙測定

(株)東洋検査センター 43,200 1
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
中学校（２校）浄化槽法定
検査

（財）静岡県生活科学検
査センター

15,000 2 特定 法律で定められた業者
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教育委員会 教育総務課
教育機関職員採用試験貸与
等委託料

公益社団法人　日本人事
試験研究センター

〇 44,064 2 特定 特殊な業務で他にできる業者がないため

教育委員会 教育総務課
小学校（４校）浄化槽法定
検査

（財）静岡県生活科学検
査センター

60,000 2 特定 法律で定められた業者

教育委員会 教育総務課
中学校（全５校）簡易水道
検査

（財）静岡県生活科学検
査センター

60,588 2 特定 法律で定められた業者

教育委員会 教育総務課
中学校（全５校）清掃用具
等使用契約

(株)ヒカリ　ダスキン伊
豆

158,760 1
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
小学校（全１０校）簡易水
道検査

（財）静岡県生活科学検
査センター

148,824 2 特定 法律で定められた業者

教育委員会 教育総務課
門野中給食空調機器点検委
託

㈱太平エンジニアリング 155,520 1
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
中学校（全５校）飲料水及
びプール水質検査

伊東市学校薬剤師会 174,312 2 特定
学校保健安全法の施行規則で、学校薬剤師
の管理義務となっているため

教育委員会 教育総務課
小学校（全１０校）清掃用
具等使用契約

(株)ヒカリ　ダスキン伊
豆

226,800 1
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
伊東市立小中学校給食従事
者保菌検査等に関する契約

㈱中部衛生検査センター 〇 188,400 1
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
小学校（全１０校）飲料水
及びプール水質検査

伊東市学校薬剤師会 371,952 2 特定
学校保健安全法の施行規則で、学校薬剤師
の管理義務となっているため
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教育委員会 教育総務課 使用済み食用油買取 株式会社リンクス 〇 -24,380 7 特定
回収運搬費用の必要がなく、著しく有利な
条件であるため

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センター機
械警備業務委託

東海綜合警備保障株式会
社

233,280 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センター消
防用設備等保守点検業務委
託

東海綜合警備保障株式会
社

172,800 2 特定
給食センター新設に係る消防設備等の設置
業者であり、同一業者に委託することで有
事の際の対応について混乱を避けるため

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センターボ
イラー保守点検委託

株式会社日本サーモエ
ナー

280,800 1 特定 特殊な業務で他にできる業者がないため

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センター自
家用電気工作物の保安管理
業務に関する委託

(一財)関東電気保安協会 620,343 2 特定 法律で定められた業者

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センター清
掃業務委託

（公社）伊東市シルバー
人材センター

769,680 3 特定 高齢者雇用のため

教育委員会 教育総務課
給食・栄養管理システムの
賃貸借及び保守に関する契
約

富士通リース株式会社 699,840 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センター排
水除害施設保守点検業務契
約

ＡＧ株式会社 1,995,840 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センタープ
ロパンガス供給契約

株式会社マルヰエナジー 〇 5,195,922 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センター調
理・運搬・洗浄等業務委託

株式会社東洋食品 129,729,600 2 特定 指名提案方式による契約のため
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教育委員会 教育総務課
学校給食センター空調機器
保守点検委託

株式会社平和エアテック 756,000 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センター受
水槽清掃

アートウォーター 58,320 1
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センター自
動ドア保守点検業務委託契
約

ナブコシステム株式会社 1,287,900 2 特定
自動ドアの構造上、状況に詳しい設置施工
業者が保守点検を行うことが望ましいため

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センター電
気使用量の監視に係る委託
業務契約

(一財)関東電気保安協会 18,144 2 特定
デマンド監視業務は、当該施設の自家用電
気工作物保守点検業務を契約している業者
が行う必要があるため

教育委員会 教育総務課
小学校（全４校）油水分離
槽清掃委託

クリーンサービス(株) 777,600 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
中学校（全５校）便所清掃
委託

（公社）伊東市シルバー
人材センター

2,190,000 3 特定 高齢者雇用のため

教育委員会 教育総務課
大池小学校汚水処理施設使
用契約

住友不動産(株) 3,085,716 2 特定
大池小学校、近隣分譲地一帯の汚水処理を
行っているため

教育委員会 教育総務課
小学校（全１０校）便所清
掃委託

（公社）伊東市シルバー
人材センター

3,892,000 3 特定 高齢者雇用のため

教育委員会 教育総務課
門野中給食調理洗浄業務委
託

㈱レクトン 20,995,200 2 特定 指名提案方式による契約のため

教育委員会 教育総務課
宇佐美小共同調理場給食調
理・運搬・洗浄業務委託

㈱レクトン 38,448,000 2 特定 指名提案方式による契約のため
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教育委員会 教育総務課
小学校特殊建築物に係る防
火設備定期調査報告業務委
託

三和シャッター工業㈱沼
津統括営業所

945,000 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
中学校特殊建築物に係る防
火設備定期調査報告業務委
託

三和シャッター工業㈱沼
津統括営業所

479,520 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課 東小学校空調設置業務委託
静岡県東部電気工事協同
組合伊東支部

1,898,640 2 特定

電気工事業界の実情及び各種関連団体との
交渉・調整等に精通し、組合員の中には当
該建物の構造を熟知している業者も属して
いる。また、学校施設における修繕業務の
経験も豊富であり、信頼性も高いため

教育委員会 教育総務課
南小学校屋内運動場照明設
備ＬＥＤ化業務委託

静岡県東部電気工事協同
組合伊東支部

4,999,320 2 特定

電気工事業界の実情及び各種関連団体との
交渉・調整等に精通し、組合員の中には当
該建物の構造を熟知している業者も属して
いる。また、学校施設における修繕業務の
経験も豊富であり、信頼性も高いため

教育委員会 教育総務課
伊東市校務支援ネットワー
クの賃貸借及び保守に関す
る契約

富士通リース㈱静岡支店 2,037,960 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課

伊東市立小中学校クラウド
型校務支援システム導入事
業クラウドサービス使用に
関する契約書

㈱ＥＤＵＣＯＭ 10,194,336 2 特定

教職員を委員とする校務支援システム検討
委員会が実施したプレゼンテーションにお
いて、採点が最も高く優先交渉権者とな
り、その後の協議においても本市の要求す
る仕様を満たすことができたため

教育委員会 教育指導課 オージオメータ校正検査 ㈱名西システム 〇 84,672 2 特定
オージオメータ校正について、専門的な技
能を有し、多くの市町村教育員会とも取引
実績があるため

教育委員会 教育指導課
健康診断検診器具賃貸借契
約

㈱カツマタ 〇 680,534 2 特定

健康診断の急な日程変更や器具の増減に迅
速に対応できる業者でなければならず、県
内に検診機器のレンタル業者が１社のみの
ため

教育委員会 教育指導課
教職員胸部レントゲン検診
業務に関する契約

公益財団法人
静岡県結核予防会

〇 118,252 2 特定
結核予防の全国組織であり、県知事が支部
長となる専門検査機関のため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

教育委員会 教育指導課
教職員の健康診断業務に関
する契約

一般財団法人
芙蓉協会　聖隷沼津第一ク
リニック聖隷沼津健康診断
センター

〇 1,570,959 2 特定
県教委指定の検診機関であり、また検査料
金も県内で同一料金となっているため

教育委員会 教育指導課 教職員指定年齢健康診断
公益社団法人
地域医療振興協会伊東市
民病院

〇 1,505,940 2 特定
市内医療機関で人間ドック相当の詳細な検
査を実施できる唯一の医療機関であるため

教育委員会 教育指導課
就学時健康診断に係る歯科
検診業務委託契約

（一社）伊東市歯科医師
会

〇 555,984 2 特定

会員が市内の各学校・園の歯科検診を長年
にわたり実施しており、日頃の検診・診療
を通じても、市内の児童の状況を把握して
いる。また、歯科衛生士や器材の手配等に
ついても迅速に対応でき信頼度が高いこと
から、円滑な歯科検診の実施が可能となる
ため

教育委員会 教育指導課 就学時健康診断
公益財団法人
静岡県予防医学協会

〇 3,752,892 2 特定

県内市町で実績があり、本市においても園
児・児童・生徒の検査や、市職員の健康診
断を実施している。また会場である伊東市
役所を熟知し、円滑な実施が可能となるた
め

教育委員会 教育指導課
園児児童生徒の各種検査等
業務に関する契約

公益財団法人
静岡県予防医学協会

〇 5,827,765 2 特定
検体の回収、出向いての検査等機動力のあ
る検査体制が整っており、業務内容が他の
検査機関では対応できないため

教育委員会 教育指導課
児童生徒結核精密検査業務
に関する契約

公益財団法人
地域医療振興協会伊東市
民病院

〇 26,565 1 特定

市内にある中核病院であり、市内学校医と
連携し検査を実施できる医療機関であると
ともに、結核高蔓延国からの転入者に対す
る迅速な検診に対応できるため

教育委員会 教育指導課
不登校児童生徒の「適応指
導教室」事業委託契約

伊東市適応指導教室運営
協議会

870,000 2 特定

伊東市適応指導教室の円滑な運営と充実を
図るため、関係機関職員等で構成する伊東
市適応指導教室運営協議会を設置している
ため

教育委員会 教育指導課
書道教育推進事業講師配置
委託契約

公益財団法人
日本書道教育学会

612,000 2 特定
平成１８年度「書道特区」として事業を開
始した時より委託している。本事業に関す
る理解及び協力体制が確立されているため

教育委員会 教育指導課
外国人英語指導者配置事業
業務委託契約

㈱アルティアセントラル 14,482,800 2 特定
県内市町で実績があり、全国的に事業を展
開している。プロポーザルの結果、企画内
容や業務遂行能力が最も優れていたため
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教育委員会 幼児教育課
伊東市放課後児童健全育成
事業委託

学童保育わんぱくクラブ
育成会　会長　木村和代

8,041,000 2 特定
伊東市児童ｸﾗﾌﾞ事業実施要綱第７条に基づ
き設置された当該事業を円滑に推進できる
団体と認めたため

教育委員会 幼児教育課
伊東市放課後児童健全育成
事業委託

旭キッズクラブ育成会
会長　伊東あゆみ

6,256,000 2 特定
伊東市児童ｸﾗﾌﾞ事業実施要綱第７条に基づ
き設置された当該事業を円滑に推進できる
団体と認めたため

教育委員会 幼児教育課
伊東市放課後児童健全育成
事業委託

学童保育どろんこクラブ
育成会　会長　齋藤めぐ
み

6,054,000 2 特定
伊東市児童ｸﾗﾌﾞ事業実施要綱第７条に基づ
き設置された当該事業を円滑に推進できる
団体と認めたため

教育委員会 幼児教育課
伊東市放課後児童健全育成
事業委託

やんもkidsクラブ育成会
会長　瀧朱美

8,279,000 2 特定
伊東市児童ｸﾗﾌﾞ事業実施要綱第７条に基づ
き設置された当該事業を円滑に推進できる
団体と認めたため

教育委員会 幼児教育課
伊東市放課後児童健全育成
事業委託

風の子児童クラブ育成会
会長　高村千夏

10,007,000 2 特定
伊東市児童ｸﾗﾌﾞ事業実施要綱第７条に基づ
き設置された当該事業を円滑に推進できる
団体と認めたため

教育委員会 幼児教育課
伊東市放課後児童健全育成
事業委託

学童保育ひまわりクラブ
育成会　　会長　松井さ
ちえ

6,247,000 2 特定
伊東市児童ｸﾗﾌﾞ事業実施要綱第７条に基づ
き設置された当該事業を円滑に推進できる
団体と認めたため

教育委員会 幼児教育課
伊東市放課後児童健全育成
事業委託

東っ子学童クラブ育成会
会長　橋本亜紀

10,270,000 2 特定
伊東市児童ｸﾗﾌﾞ事業実施要綱第７条に基づ
き設置された当該事業を円滑に推進できる
団体と認めたため

教育委員会 幼児教育課
伊東市放課後児童健全育成
事業委託

富戸すまいるクラブ育成
会
会長　田畑まどか

5,601,000 2 特定
伊東市児童ｸﾗﾌﾞ事業実施要綱第７条に基づ
き設置された当該事業を円滑に推進できる
団体と認めたため

教育委員会 幼児教育課
伊東市立八幡野保育園指定
管理に関する協定

社会福祉法人　厚生保育
会

130,188,680 2 特定 認可保育所

教育委員会 幼児教育課 伊豆栄光荻保育園運営委託 社会福祉法人　栄光会 108,695,760 2 特定 認可保育所
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教育委員会 幼児教育課 川奈愛育クラブ運営委託
社会福祉法人　子ども未
来計画

76,836,166 2 特定 認可保育所

教育委員会 幼児教育課
伊豆栄光富戸保育園運営委
託

社会福祉法人　栄光会 109,720,860 2 特定 認可保育所

教育委員会 幼児教育課
伊豆栄光湯川保育園運営委
託

社会福祉法人　栄光会 121,843,030 2 特定 認可保育所

教育委員会 幼児教育課 つくし保育園運営委託
社会福祉法人　伊東つく
し会

102,542,420 2 特定 認可保育所

教育委員会 幼児教育課
伊東市病児・病後児保育事
業業務委託（川奈臨海学
園）

社会福祉法人　恩賜財団
済生会支部　静岡県済生
会

7,578,000 2 特定 保育対策等促進事業実施要綱

教育委員会 幼児教育課 要措置児童委託
社会福祉法人いずみ会
理事長　十八公慶亮

〇 395,130 2 特定
児童福祉法第２４条の規定に基づき、沼津
市内保育所に要措置児童の措置を委託し
た。

教育委員会 幼児教育課 要措置児童委託 熱海市長　齋藤栄 〇 299,350 2 特定
児童福祉法第２４条の規定に基づき、熱海
市内保育所に要措置児童の措置を委託し
た。

教育委員会 幼児教育課 要措置児童委託 東伊豆町長　太田長八 〇 2,579,540 2 特定
児童福祉法第２４条の規定に基づき、東伊
豆町内保育所に要措置児童の措置を委託し
た。

教育委員会 幼児教育課 要措置児童委託
公益社団法人伊豆今井浜
病院

〇 222,850 2 特定
児童福祉法第２４条の規定に基づき、東伊
豆町内保育所に要措置児童の措置を委託し
た。

教育委員会 幼児教育課
伊東市病児・病後児保育事
業業務委託（伊豆栄光富戸
保育園）

社会福祉法人　栄光会 4,320,000 2 特定 保育対策等促進事業実施要綱



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

教育委員会 幼児教育課
伊東市病児・病後児保育事
業業務委託（伊豆栄光湯川
保育園）

社会福祉法人　栄光会 4,320,000 2 特定 保育対策等促進事業実施要綱

教育委員会 幼児教育課
伊東市病児・病後児保育事
業業務委託（つくし保育
園）

社会福祉法人　つくし会 4,320,000 2 特定 保育対策等促進事業実施要綱

教育委員会 幼児教育課
地域子育て支援拠点事業業
務委託（伊豆栄光荻保育
園）

社会福祉法人　栄光会 〇 7,842,000 2 特定 子育て支援事業費補助金交付要綱

教育委員会 幼児教育課
地域子育て支援拠点事業業
務委託（川奈愛育クラブ）

社会福祉法人　子ども未
来計画

〇 7,842,000 2 特定 子育て支援事業費補助金交付要綱

教育委員会 幼児教育課
地域子育て支援拠点事業業
務委託（伊豆栄光湯川保育
園）

社会福祉法人　栄光会 〇 7,842,000 2 特定 子育て支援事業費補助金交付要綱

教育委員会 幼児教育課
地域子育て支援拠点事業業
務委託（つくし保育園）

社会福祉法人　伊東つく
し会

〇 7,842,000 2 特定 子育て支援事業費補助金交付要綱

教育委員会 幼児教育課
伊東市保育人材育成支援事
業業務委託（川奈愛育クラ
ブ）

社会福祉法人　子ども未
来計画

480,000 2 特定 保育人材育成支援事業実施要綱

教育委員会 幼児教育課
伊東市保育人材育成支援事
業業務委託（伊豆栄光湯川
保育園）

社会福祉法人　栄光会 400,000 2 特定 保育人材育成支援事業実施要綱

教育委員会 幼児教育課
伊東市保育人材育成支援事
業業務委託（つくし保育
園）

社会福祉法人　伊東つく
し会

680,000 2 特定 保育人材育成支援事業実施要綱

教育委員会 幼児教育課
伊東市保育人材育成支援事
業業務委託（八幡野保育
園）

社会福祉法人　厚生保育
会

240,000 2 特定 保育人材育成支援事業実施要綱



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

教育委員会 幼児教育課
伊東市立保育園消防用設備
等保守点検業務委託

静岡防災（株） 133,812 1
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課 市立保育園警備業務委託 セコム㈱ 1,207,872 2 特定
警備機器設置済業者(契約は子育て支援課
（さくら園）分を含んだ金額で行ってい
る。1,406,160円)

教育委員会 幼児教育課 遊具保守点検業務委託 ㈱Work Line 90,720 1
見積り
合わせ

（契約は子育て支援課（さくら園）分を含
んだ金額で行っている。99,360円）

教育委員会 幼児教育課
給食用エレベーター保守点
検委託

クマリフト㈱ 64,800 1 特定 エレベーター製造、設置業者であるため

教育委員会 幼児教育課 浄化槽維持管理業務 (株)吉田クリーン 21,600 1
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課 保育園浄化槽法定検査
(財）静岡県生活科学検
査センター

9,500 2 特定 法律で定められた業者

教育委員会 幼児教育課 保育園浄化槽汚泥引き抜き (株)吉田クリーン 59,400 1 特定
浄化槽維持管理業務委託の見積り合わせの
結果、決定した業者であるため

教育委員会 幼児教育課
伊東市立幼稚園（伊東・竹
の台を除く１２園）消防用
設備等保守点検業務委託

静岡防災(株) 295,920 1
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課
幼稚園（伊東・竹の台・湯
川を除く１２園)警備業務
委託

セコム㈱ 3,374,136 2 特定 警備機器が業者所有のため

教育委員会 幼児教育課 幼稚園（湯川）警備委託 東海綜合警備保障㈱ 145,800 1 特定 警備機器が業者所有のため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

教育委員会 幼児教育課
幼稚園（新井分園を除く１
４園）遊具保守点検業務

㈱Work Line 529,200 2
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課
幼稚園（７園）清掃用具等
使用契約

㈱ヒカリ 〇 31,752 1
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課 幼稚園（5園）清掃委託
（社）伊東市シルバー人
材センター

〇 2,238,728 3 特定 高齢者雇用安定促進のため

教育委員会 幼児教育課
幼稚園（南・鎌田）浄化槽
維持管理業務

東海プラント㈱ 44,496 1
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課
幼稚園（５園）浄化槽維持
管理業務

(株)吉田クリーン 56,160 1
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課
幼稚園（７園）浄化槽法定
検査

（財）静岡県生活科学検
査センター

68,000 1 特定 法律で定められた業者

教育委員会 幼児教育課
幼稚園教育施設浄化槽の汚
泥引き抜きに関する契約

㈱吉田クリーン 〇 573,264 2
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課
幼稚園（8園）デジタル印
刷機賃貸借及び保守に関す
る契約

東栄商工㈱ 285,120 2
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課
伊東市幼稚園型一時預かり
事業業務委託

野間自由幼稚園 〇 1,850,000 2 特定 事業実施箇所における幼稚園であるため

教育委員会 幼児教育課
南幼稚園富士見分園通園バ
ス賃貸借契約

㈱ウェルレンタカー 1,101,600 2 特定

道路運送車両の保安基準に規定される要件を満たす、
幼児専用車両の賃貸を実施している業者が県内にな
く、当該業者は県内での賃貸借の実績もあり、該当車
両を多く所有し、性能についても熟知しており信頼性
も高いため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

教育委員会 幼児教育課
南幼稚園富士見分園仮設保
育室賃貸借

(有)マルヨシ建設 3,188,160 2
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
宇佐美コミュニティセン
ター駐車場舗装工事

（株）斉藤組 664,200 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
宇佐美コミュニティセン
ター高圧設備高圧ケーブル
交換修繕

（株）伊豆電業社 677,160 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
宇佐美コミュニティセン
ター高圧柱上開閉器
（PAS）交換修繕

（株）伊豆電業社 691,200 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
小室コミュニティセンター
玄関前掲示板修繕

岩崎建設（株） 85,320 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
小室コミュニティセンター
屋上床面防水修繕

岩崎建設（株） 766,800 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
八幡野コミュニティセン
タースチールドア修繕

（株）伊豆急ハウジング 718,200 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
八幡野コミュニティセン
ター２階和室エアコン取替
修繕

佐藤冷機工業（株） 702,000 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
八幡野コミュニティセン
ター３階大会議室西側エア
コン取替修繕

佐藤冷機工業（株） 527,040 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
図書館事務室及び一般閲覧
室窓修繕工事

（有）土屋装飾 201,069 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
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教育委員会 生涯学習課 荻会館フェンス設置修繕 （株）伊豆急ハウジング 299,160 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
図書館・文化ホール建設に
向けた基本構想策定委託

（株）エイト日本技術開
発静岡事務所

2,916,000 2
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
伊東市放課後子ども教室推
進事業委託

サウンドアドベンチャー 252,000 2 特定 他に業務を遂行できる団体がないため

教育委員会 生涯学習課
伊東市放課後子ども教室推
進事業委託

にんじんクラブ 252,000 2 特定 他に業務を遂行できる団体がないため

教育委員会 生涯学習課
伊東市放課後子ども教室推
進事業委託

ひよこ 252,000 2 特定 他に業務を遂行できる団体がないため

教育委員会 生涯学習課
伊東市放課後子ども教室推
進事業委託

ドキドキわくわくランド 252,000 2 特定 他に業務を遂行できる団体がないため

教育委員会 生涯学習課
伊東市放課後子ども教室推
進事業委託

ＮＰＯ法人アートの里
伊豆高原絵本の家

252,000 2 特定 他に業務を遂行できる団体がないため

教育委員会 生涯学習課
青少年を取り巻く社会環境
の実態調査業務委託

伊東市青少年育成市民会
議

50,000 1 特定 業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課 第５６回伊東市芸術祭委託 伊東市文化協会 200,000 1 特定 業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課
第５６回伊東市芸術祭郷土
芸能祭委託

伊東市無形民俗文化財保
存協会

60,000 1 特定 業務に精通しているため



部　名 課　名 業務名 契約業者
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教育委員会 生涯学習課
第５６回伊東市芸術祭音楽
祭委託

伊東市音楽連盟 20,000 1 特定 業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課 観光会館文化芸術事業委託 （公財）伊東市振興公社 4,200,000 2 特定
観光会館の指定管理者であり、契約の相手
方が特定されるため

教育委員会 生涯学習課 伊豆美術祭事業委託 （公財）伊東市振興公社 6,850,000 2 特定
観光会館の指定管理者であり、契約の相手
方が特定されるため

教育委員会 生涯学習課 中央会館窓金具修繕 （有）石田組 104,220 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課 中央会館空調設備修繕 （株）伊豆電業社 29,700 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
中央会館３F身障者トイレ
修繕

山下管工設備 4,320 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課 中央会館断水修繕 山下管工設備 4,320 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
中央会館資料室壁面防水修
繕

（有）石田組 399,600 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
中央会館消防用設備不備修
繕

（株）藤興産 173,880 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
中央会館消防用設備不備修
繕

（株）藤興産 184,680 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため



部　名 課　名 業務名 契約業者
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教育委員会 生涯学習課
中央会館敷地内伐採及び枝
下し

若林林業 388,800 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
中央会館・ひぐらし会館清
掃委託

伊東メンテナンス㈱ 4,536,000 2
見積り
合わせ

環境課一括契約

教育委員会 生涯学習課 中央会館警備業務委託 セコム㈱ 362,880 1 特定
警備開始時の見積り合わせの結果、セコム
㈱が最低価格業者となり、同社の器機を使
用しているため

教育委員会 生涯学習課
中央会館・ひぐらし会館電
気工作物保守点検委託

(一財)関東電気保安協会 446,738 2 特定 庶務課一括契約分

教育委員会 生涯学習課
中央会館消防用設備等保守
点検委託

（株）藤興産 111,024 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課

伊東市庁舎等施設エレベー
ター保守点検業務委託契約
（中央会館　ひぐらし会館
分）

ジャパンエレベーター
サービスホールディング
ス㈱

578,664 2
見積り
合わせ

庶務課一括契約

教育委員会 生涯学習課
中央会館空調設備等保守点
検委託

（株）伊豆電業社 216,000 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
中央会館建築物・建築設備
等（建築設備・防火設備）
定期調査報告等業務委託

ダイヤス設計１級建築士
事務所

436,240 1 特定
特別な資格を有しており、施設を熟知して
いるため

教育委員会 生涯学習課
中央会館防火対象物定期点
検委託

（株）藤興産 21,600 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
中央会館電子複写機賃貸借
及び保守に関する契約

（株）カルタン 〇 74,601 2
見積り
合わせ



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

教育委員会 生涯学習課
中央会館電話通信設備等賃
貸借及び保守に関する契約

（株）宇式通信システム 150,984 1 特定
リースアウトした機器を継続使用している
ため

教育委員会 生涯学習課
中央会館印刷機保守及び賃
貸借契約

東栄商工㈱ 64,800 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館音響映像設備
修繕

（株）伊豆電業社 5,400 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館３階ホール右
側エアコン修繕

（株）平和エアテック 32,400 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館３階ホール舞
台照明設備ケーブルリール
修繕

丸茂電機㈱ 302,400 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館身障者トイレ
漏水修繕

山下管工設備 10,800 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館３階ホール音
響設備CDプレーヤー修繕

（株）伊豆電業社 81,000 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館及び伊東市立
伊東幼稚園警備業務委託

東海綜合警備保障㈱ 492,480 1 特定 警備機器工事施工業者のため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館消防用設備等
保守点検業務委託

（株）藤興産 108,000 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館空調設備機器
保守点検業務委託

㈱平和エアテック 233,280 1
見積り
合わせ



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館管理補助業務
委託

（公社）伊東市シルバー
人材センター

1,301,112 3 特定
市内の公共施設の管理補助業務に多く携
わっており、業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館
自主文化事業出演委託

入船亭扇遊 250,000 1 特定
長年にわたり契約し、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館舞台音響設備
保守点検業務委託

㈱伊豆電業社 248,400 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館舞台照明設備
保守点検業務委託

丸茂電機㈱ 356,400 1 特定 設備工事施工業者のため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館舞台吊物設備
保守点検業務委託

森平舞台機構㈱ 925,560 2 特定 設備工事施工業者のため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館特殊建築物建
築設備・防火設備定期調査
報告業務委託

㈱Ｕ設計集団いなば建築
設計室

233,280 1 特定
特別な資格を有しており、施設を熟知して
いるため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館ピアノ保守点
検業務委託

㈱丹澤楽器店 38,000 1 特定 ヤマハピアノ専門業者のため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館防火対象物定
期点検委託

㈱藤興産 16,200 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館電子複写機賃
貸借及び保守に関する契約

㈱カルタン 〇 21,452 1 特定
リースアウトした機器を継続使用している
ため

教育委員会 生涯学習課

伊東市内施設設置AED賃貸借契約
（生涯学習センター　コミュニ
ティセンター　市民体育セン
ター　大原武道場分）

東海綜合警備保障(株) 310,860 2
見積り
合わせ



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

教育委員会 生涯学習課
木下杢太郎記念館シロアリ
駆除

クリーン商会 68,689 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
伊東市立木下杢太郎記念館
警備委託

東海綜合警備保障㈱ 206,064 1 特定 警備機器が業者所有のため

教育委員会 生涯学習課
伊東市立木下杢太郎記念館
開館業務委託

伊東市文化協会 2,684,795 2 特定 業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課
伊東市立木下杢太郎記念館
消防用設備等保守点検業務
委託

㈱藤興産 23,760 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
文化財管理センター消防設
備修繕工事

（株）藤興産 75,060 1 特定 消防用設備保守点検業者のため

教育委員会 生涯学習課
文化財管理センター清掃業
務委託

伊東メンテナンス㈱ 432,000 2
見積り
合わせ

環境課一括契約

教育委員会 生涯学習課
文化財管理センター警備業
務委託

セコム（株） 474,336 1 特定 警備機器が業者所有のため

教育委員会 生涯学習課
文化財管理センター自家用
電気工作物保守管理委託

(一財)関東電気保安協会 182,092 2 特定 庶務課一括契約分

教育委員会 生涯学習課
文化財管理センター消防用
設備等保守点検委託

㈱藤興産 54,000 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
伊東市庁舎等施設エレベー
ター保守点検業務委託契約
（文化財管理センター分）

ジャパンエレベーター
サービスホールディング
ス㈱

495,072 2
見積り
合わせ

庶務課一括契約



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

教育委員会 生涯学習課
文化財管理センター玄関自
動ドア開閉装置保守点検整
備委託

オートドアサポート
（株）

37,800 1 特定 自動ドア設置業者のため

教育委員会 生涯学習課
文化財管理センター電子複
写機賃貸借使用料契約

㈱カルタン 〇 35,501 1 特定 電子複写機本体が長期継続契約のため

教育委員会 生涯学習課
『伊東市史通史編Ⅰ　原
始・古代・中世』印刷製本
契約

みどり美術印刷㈱ 2,017,440 2
見積合
わせ・
特定

２回の見積合わせにより当初予定価格で契
約できなかったことから、最低価格で提出
した業者と契約を交わしたため

教育委員会 生涯学習課
市史編さん電子複写機賃貸
借契約

㈲太田商店 〇 140,018 1 特定
リースアウトした機器を継続使用している
ため

教育委員会 生涯学習課
平成29年度第46回伊東駅伝
競走大会運営業務

伊東市体育協会 820,000 2 特定
業務が特殊であり、他に業務を遂行できる
団体がないため

教育委員会 生涯学習課
平成29年度第18回静岡県市
町対抗駅伝競走大会代表
チーム運営業務

伊東市体育協会 1,400,000 2 特定
業務が特殊であり、他に業務を遂行できる
団体がないため

教育委員会 生涯学習課
青少年キャンプ場東屋柱脚
部

（株）藤建 368,280 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
伊東市青少年キャンプ場管
理運営業務委託

（公財）伊東市振興公社 460,000 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 生涯学習課
大原武道場トレーニング機
器保守点検業務

セノー（株） 307,800 1 特定
点検対象機器の大半がセノー（株）の製品
であるため

教育委員会 生涯学習課
伊東市スポーツ公園調査業
務委託

（株）LLT 1,000,000 2 特定
本市のまちづくり計画の実績もあり、本市
の状況に精通しているため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

教育委員会 生涯学習課
伊東市立学校施設利用に関
する業務

伊東市体育協会 800,000 2 特定
業務が特殊であり、他に業務を遂行できる
団体がないため

教育委員会 生涯学習課
かどの球場バックネット修
繕工事

（有）マルヨシ建設 799,956 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため

教育委員会 図書館
伊東市立伊東図書館電子複
写機使用料金契約

（株）カルタン 〇 54,251 6
見積り
合わせ

教育委員会 図書館
伊東市立伊東図書館電子複
写機賃貸借契約

（株）カルタン 128,304 6
見積り
合わせ

教育委員会 図書館 新刊情報データ使用契約
（株）図書館流通セン
ター

243,000 1 特定
図書納入業者（問屋）の使用しているマー
クのため、他者からは購入できないため

教育委員会 図書館 ＴＯＯＬｉ使用契約
（株）図書館流通セン
ター

259,200 1 特定
図書納入業者（問屋）の使用しているマー
クのため、他者からは購入できないため

教育委員会 図書館
購入図書マーク作成業務委
託

（株）図書館流通セン
ター

〇 382,920 1 特定
図書納入業者（問屋）から購入時に作成し
てもらうため、他者には委託できないため

教育委員会 図書館
伊東市立大原児童図書館運
営委託

伊東市立大原児童図書館
運営委員会

388,800 1 特定 委託先が限定されているため

教育委員会 図書館

図書館コンピューターシス
テム及びインターネット蔵
書公開システムの賃貸借及
び保守に関する契約

（株）ＪＥＣＣ 1,467,072 2 特定
リースアウトした機器を継続して再リース
及び増設して使用しているため
H29.4.1～H29.9.30

教育委員会 図書館
図書館システム賃貸借及び
保守に関する契約

 (株)　ＪＥＣＣ 2,125,440 2
見積り
合わせ

H29.10.1～H30.3.31



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

選挙管理委員会
電子複写機賃貸借（市長
選）

富士ゼロックス静岡㈱ 27,000 1 特定 庁舎内での契約実績があるため

選挙管理委員会
電子複写機賃貸借（県知事
選）

富士ゼロックス静岡㈱ 27,000 1 特定 庁舎内での契約実績があるため

選挙管理委員会
電子複写機賃貸借（衆院
選）

富士ゼロックス静岡㈱ 54,000 1 特定 庁舎内での契約実績があるため

選挙管理委員会
Probono選挙システム保守
管理業務委託（県知事選）

行政システム㈱静岡支店 513,000 2 特定 選挙システムの導入業者であるため

選挙管理委員会
Probono選挙システム保守
管理業務委託（衆院選）

行政システム㈱静岡支店 513,000 2 特定 選挙システムの導入業者であるため

選挙管理委員会
選挙システム改修委託
（県知事選）

行政システム㈱静岡支店 453,600 2 特定 選挙システムの導入業者であるため

選挙管理委員会
伊東市選挙システム操作研
修会実施業務委託（衆院
選）

行政システム㈱静岡支店 86,400 2 特定 選挙システムの導入業者であるため

選挙管理委員会
ポスター掲示場設置委託
（市長選）

㈱タナカ東京支社 554,040 2 特定 専門性が必要な業務であるため

選挙管理委員会
ポスター掲示場設置委託
(市議補選)

㈱タナカ東京支社 627,912 2 特定 専門性が必要な業務であるため

選挙管理委員会
ポスター掲示場設置委託
（県知事選）

㈱タナカ東京支社 627,912 2 特定 専門性が必要な業務であるため



部　名 課　名 業務名 契約業者

単価
契約
の有
無

契約金額（円）
随意契
約の理
由※

特定・
見積り
合わせ
の別

特定の場合の業者選定等の理由

選挙管理委員会
ポスター掲示場設置委託
（県議補選）

㈱タナカ東京支社 590,976 2 特定 専門性が必要な業務であるため

選挙管理委員会
ポスター掲示場設置委託
（衆院選）

㈱タナカ東京支社 886,464 5 特定
解散による緊急の選挙執行であるため、直
近の選挙において契約した業者を選定

選挙管理委員会
期日前投票所指導案内業務
委託（市長選及び市議補
選）

（公社）静岡県シルバー
人材センター連合会

110,565 3 特定
高年齢者等の雇用の安定確保に寄与できる
者であるため

選挙管理委員会
期日前投票所指導案内派遣
業務委託（県知事選及び県
議補選）

（公社）静岡県シルバー
人材センター連合会

288,391 3 特定
高年齢者等の雇用の安定確保に寄与できる
者であるため

選挙管理委員会
期日前投票所指導案内派遣
業務委託（衆院選）

（公社）静岡県シルバー
人材センター連合会

222,198 3 特定
高年齢者等の雇用の安定確保に寄与できる
者であるため

議会 議会事務局
伊東市議会議員用パーソナ
ルコンピュータ等の賃貸借
に関する契約

富士通リース（株）
静岡支店

3,003,480 2
見積り
合わせ

議会 議会事務局
伊東市議会会議録検索シス
テムデータ作成業務委託契
約

（株）澤速記事務所 〇 280,800 1 特定
会議録検索システム納入業者であり、また
業務に精通しているため

議会 議会事務局
常任委員会録音データ反訳
業務委託契約

（株）澤速記事務所 〇 725,760 2 特定
長年にわたり契約していること、また短期
間で正確な業務を受託できる業者が他にな
いため

議会 議会事務局
伊東市議会会議録検索シス
テムＶＯＩＣＥＳホスティ
ングサービス運用業務契約

（株）澤速記事務所 〇 750,841 2 特定
会議録検索システム納入業者であり、また
業務に精通しているため

議会 議会事務局 会議録反訳委託契約 （株）澤速記事務所 〇 1,009,013 2 特定
長年にわたり契約し、業務及び本市の事情
に精通しているため



※単価額については、平成２９年度に支出されたものです。

　　５号　緊急の必要により競争入札に付することができないとき　６号　競争入札に付することが不利と認められるとき　
　　７号　時価に比して著しく有利な価格で契約を締結するとき　８号　競争入札に付し入札者がいないとき　９号　落札者が契約を締結しないとき

　　４号　市長の認定した者から新商品として生産された物品を買い入れる契約　

※　随意契約の理由については、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号から第９号までのうち何号によるものかを記入のこと。

　　３号　身体障害者授産施設等から物品を調達、シルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約
　　１号　伊東市契約規則別表で定める額を超えないもの　　２号　性質又は目的が競争入札に適さないもの


