
令和元年度分随意契約調査表

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

㈱ポリッシュ 120,000 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 コンプライアンス研修委託 （一社）日本経営協会 132,000 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

㈱アイ・イーシー 240,000 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 179,280 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
課長補佐級職員研修（組織
の業務改善研修）委託

㈱アイ・イーシー 172,800 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
評価制度研修（上期））委
託

㈱話し方教育センター 138,640 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
課長・課長補佐研修（人事
評価制度研修（下期））委
託

㈱話し方教育センター 141,200 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

○ 256,596 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

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

○ 686,950 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
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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 ○ 700,000 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

○ 2,530,990 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 行政経営課 伊東アピール事業委託 伊東商工会議所 3,000,000 2 特定

市内事業所との円滑な連絡調整が期待で
き、東京２０２０オリンピック・パラリン
ピックに向けたＰＲを効果的に展開するた
めの業務遂行能力を保持しているものと認
められるため

企画部 行政経営課
第五次伊東市総合計画及び
伊東市人口ビジョン・伊東
市総合戦略策定業務委託

株式会社地域まちづくり
研究所

12,496,000 2
見積り
合わせ

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 43,688,866 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㈱ 21,459,752 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 90,133,134 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 ○ 413,208 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
市民活動支援センター相談
業務委託

まちづくりセンター伊東 ○ 130,800 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
市民活動団体・ＮＰＯ法人
等向け実務講座開催業務委
託

まちづくりセンター伊東 77,000 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 広報配達業務委託
（公社）伊東市シルバー
人材センター

1,400,000 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 1,412,963 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㈱ 5,550,925 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
伊東市移住定住促進現地ナ
ビゲート業務委託

特定非営利活動法人Ｒ－
ｓｈｉｐ

600,000 2 特定

受託金額の優劣よりも、予算内においてよ
り効果的な企画提案を採用することにより
事業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。

企画部 市政戦略課
コミュニティエフエム放送
局整備設計業務委託

株式会社システムプラン
ニング

2,904,000 2
見積り
合わせ

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

3,331,476 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
元号改正に伴う基幹系シス
テム改修対応業務委託契約

行政システム㈱静岡支店 4,008,636 2 特定 基幹系システム開発業者であるため

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

264,000 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
再リース分公的個人認証端
末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 7,630 1 特定 再リース契約のため
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企画部 情報政策課
再リース平成26年5月導入
パーソナルコンピュータ等
の賃貸借に関する契約

日立キャピタル㈱ 768,744 2 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26年5月導入
パーソナルコンピュータ等
の賃貸借に関する契約

日立キャピタル㈱ 76,032 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
令和元年９月導入プリンタ
の賃貸借に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 3,398,760 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課
再リース分平成25年4月導
入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 48,060 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
再リース分住民記録システ
ム等の賃貸借及び保守に関
する契約

日立キャピタル㈱ 1,222,128 2 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
再リース分住民記録システ
ム等の賃貸借及び保守に関
する契約

日立キャピタル㈱ 922,254 2 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
令和元年11月導入基幹系
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 8,382,000 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課
令和元年11月導入基幹系
サーバ機器等の賃貸借に関
する契約

日立キャピタル㈱ 27,297,600 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課
再リース分平成26年度基幹
系システム機器等の賃貸借
に関する契約

㈱ＪＥＣＣ 402,600 2 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 1,056,000 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
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企画部 情報政策課
しずおか電子申請システム
サービス利用契約

富士通㈱ 174,810 1 特定
県内全市町が加盟している静岡県電子自治
体推進協議会が調達し共同利用しているた
め、契約業者が限定される。

企画部 情報政策課
課税資料ファイリングシス
テム端末機賃貸借契約

日立キャピタル㈱ 118,368 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
課税資料ファイリングシス
テム端末機賃貸借契約

日立キャピタル㈱ 89,324 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26年1月導
入パーソナルコンピュータ
等の賃貸借及び保守に関す
る契約

日立キャピタル㈱ 1,157,760 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26年1月導
入パーソナルコンピュータ
等の賃貸借及び保守に関す
る契約

日立キャピタル㈱ 816,432 2 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
令和元年９月導入パーソナ
ルコンピュータの賃貸借に
関する契約

富士通リース㈱静岡支店 37,493,280 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課
再リース分市政情報提供シ
ステム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 870,264 2 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
令和２年１月導入ＬＧＷＡ
Ｎ系サーバ機器等の賃貸借
に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 3,907,200 2
見積り
合わせ

企画部 情報政策課

再リース分基幹系情報セ
キュリティ強化対策機器等
の賃貸借及び保守に関する
契約

日立キャピタル㈱ 367,840 1 特定 再リース契約のため

企画部 情報政策課
資産管理システムの賃貸借
に関する契約

富士通リース㈱静岡支店 16,882,800 2
見積り
合わせ
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危機管理部 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㈱ 189,200 1 特定 機器の納入業者

危機管理部 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

303,600 1 特定 機器の納入業者

危機管理部 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㈱ 1,395,200 2 特定 機器の納入業者

危機管理部 危機対策課
避難誘導表示及び海抜表示
設置事業

東電タウンプランニング
株式会社　神奈川総支社

1,996,920 2 特定 特殊な業務で他にできるものがいない

危機管理部 危機対策課 毛布リパック 山田商会 1,485,000 2 特定 特殊な業務で他にできるものがいない
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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

27,200 1
見積り
合わせ

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 宅配便業務委託
ヤマト運輸㈱伊東元和田
センター

○ 391,662 1 特定

総務部 庶務課 レジオネラ属菌検査 東海プラント㈱ 5,500 1
見積り
合わせ

総務部 庶務課
地下オイルタンク漏洩検査
手数料

内田計器工業㈱ 99,000 1 特定 過去の実績及び専門性が必要であるため

総務部 庶務課 空調機定期点検手数料
㈱太平エンジニアリング
沼津支店

186,840 1 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
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 庁舎警備業務委託（機械） セコム㈱ 2,075,796 6 特定 警備機器が業者所有のため

総務部 庶務課 来庁者駐車場警備業務委託 セフティ管理㈱ 879,934 2 特定
過去の実績及び当該業務に精通しているた
め

総務部 庶務課 庁舎設備運転保守業務委託
㈱太平エンジニアリング
沼津支店

24,721,200 2 特定
庁舎建設当時から管理を行っており、庁舎
内設備を把握し配置等を熟知しているため
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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

OKIクロステック㈱静岡
支店別館

732,480 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 議場設備保守点検業務委託
共信コミュニケーション
ズ㈱

327,000 1 特定
専門性が必要であり及び過去の実績がある
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

288,640 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 ゴンドラ保守点検業務委託 日本ゴンドラ㈱ 483,360 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

959,200 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
庁舎消防用防災設備保守点
検業務委託

静岡防災㈱ 1,436,620 2
見積り
合わせ

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㈱ 155,707 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
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

1,041,495 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

77,000 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 3,116,000 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
無停電電源装置保守点検業
務

富士電機㈱静岡営業所 632,500 2 特定 設置施工業者であり専門性が必要なため
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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
庁舎膜屋根保守点検業務委
託

太陽工業㈱東京支店 217,800 1 特定 過去の実績及び専門性が必要であるため



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

総務部 庶務課
庁舎非常用発電設備保守点
検業務委託

三共エンジニアリング㈱ 161,705 1 特定
過去の実績及び庁舎非常用発電設備に精通
しているため

総務部 庶務課 受電設備清掃業務委託
㈶関東電気保安協会沼津
事業本部

65,340 1 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

1,778,880 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 87,200 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
特殊建築物等定期検査報告
業務委託（建築基準法第１
２条第３項）

㈲コーセイ産業 341,000 1 特定 過去の実績及び専門性が必要であるため

総務部 庶務課
特定建築物定期検査報告業
務委託（建築基準法第１２
条第１項）

㈲コーセイ産業 231,000 1 特定 過去の実績及び専門性が必要であるため

総務部 庶務課
庁舎長寿命化計画等策定業
務委託

㈱佐藤総合計画　中部事
務所

21,890,000 2
見積り
合わせ

他市で実績があり、庁舎建設の設計及び工
事監理をし、庁舎の状況等に精通している
ため

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㈱
中部支店

299,205 1 特定 再リースすることで安価に賃貸できるため

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 ○ 1,128,466 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
伊東市例規集追録発行及び
作成に関する業務委託

㈱ぎょうせい ○ 483,960 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㈱ ○ 2,000,000 2 特定 規格の統一性及び過去の実績



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
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 266,340 1 特定 業務の同一性及び専門性が必要

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 ○ 2,357,200 2 特定 専門性が必要及び過去の実績

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㈱ 196,200 1 特定
導入業者であり、現行機器の安定性を図る
ため

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 549,360 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
例規ベースシステム使用及
び保守契約

㈱ぎょうせい 1,294,920 2 特定 専門性が必要及び過去の実績

総務部 庶務課
例規ベースシステムLGWAN-
ASP利用

㈱ぎょうせい 196,200 1 特定
例規ベース使用及び保守業者が管理するシ
ステムに接続し、サービスの提供を受ける
ため

総務部 庶務課
法令及び判例システム使用
及び保守契約

㈱ぎょうせい 235,440 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がある

総務部 庶務課
地方自治法等解説情報検索
システム使用契約

第一法規㈱ 155,652 1 特定
地方自治法等を解説、検索システムを提供
できる唯一の業者であるため

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㈱ 272,500 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㈱ 52,320 1 特定 機器設置業者が取扱い業務を行うため



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
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

11,000 1 特定 同社のみが行っているサービス



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
業者管理（契約管理）シス
テム賃貸借

㈱オプティマ 404,712 2 特定
入札に関する過去の記録が蓄積されている
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

953,400 3 特定 高齢者の雇用促進のため

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

エリエールペーパー㈱ ○ -80,582 1
見積り
合わせ

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 1,527,000 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 財政課 公会計システム保守委託 ㈱システムデイ 440,000 2 特定 当該システムの開発業者であるため

総務部 課税課 eLTAXｼｽﾃﾑ更改に係る契約 ㈱TKC 972,000 2号 特定
既に構築された審査サービスの提供業者で
あるため

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

○ 1,835,072 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

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



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 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㈱ ○ 305,360 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㈱ 196,200 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

○ 2,376,000 2号 特定
土地の価格形成要因を的確に把握し、地価
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

令和3年度固定資産税（土
地）評価替えに係る標準宅
地の不動産鑑定評価業務委
託契約

静岡県不動産鑑定協同組
合

○ 23,325,500 2号 特定

土地の価格形成要因を的確に把握し、地価
の事情に通じている不動産鑑定士に、令和3
年度評価替えに係る適正な不動産鑑定評価
を担当してもらうため

総務部 課税課

令和3年度固定資産税（土
地）評価替えに係るゴルフ
場等算定用山林の価格調査
業務委託契約

静岡県不動産鑑定協同組
合

○ 469,700 2号 特定

土地の価格形成要因を的確に把握し、地価
の事情に通じている不動産鑑定士に、令和3
年度評価替えに係る適正な不動産鑑定評価
を担当してもらうため

総務部 課税課
地方税電子申告支援ｻｰﾋﾞｽ
利用契約

㈱TKC 3,466,200 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
伊東市家屋評価ｼｽﾃﾑ賃貸借
契約

日立キャピタル株式会社 418,000 2号 特定
既存ｼｽﾃﾑ及び機器のﾘｰｽ業者のため
（再々ﾘｰｽ　R1.11.1～R2.10.31）

総務部 課税課
固定資産地図情報・GISﾌｧｲ
ﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ機器賃貸借契約
（機器新規）

富士通リース㈱静岡支店 336,600 2号
見積り
合わせ

総務部 課税課
ﾘｰｽｱｳﾄ機器購入に係る売買
契約　（市民税係PC）

日立キャピタル株式会社 26,730 2号 特定 ﾘｰｽｱｳﾄ物件のﾘｰｽ業者であるため



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

総務部 課税課
ﾘｰｽｱｳﾄ機器購入に係る売買
契約　（資産税係PC）

株式会社JECC 11,000 2号 特定 ﾘｰｽｱｳﾄ物件のﾘｰｽ業者であるため

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 1,553,904 2 特定 システムの開発業者のため

総務部 収納課
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
ズ株式会社静岡支店

83,160 2
見積り
合わせ

市民部 市民課 税務相談業務 東海税理士会熱海支部 86,637 1 特定 対応できる業者が他にないため

市民部 市民課 法律相談業務 弁護士 261,600 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 261,600 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 261,600 2 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 327,000 1 特定 静岡県弁護士会からの推薦のため

市民部 市民課 市民墓所需要調査業務
公益社団法人
全日本墓園協会

2,046,000 2 特定 他に比較できる業者がないため

市民部 市民課
可動式霊砂分離集塵機賃貸
借

富士建設工業㈱ 26,160 1 特定 機器の納入業者



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 市民課 消防用設備等保守点検委託 東海綜合警備保障㈱ 50,140 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 市民課 自動車再リース
日立キャピタルオート
リース㈱営業本部営業部
神奈川営業所

224,964 2 特定 リース継続事業のため

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 電気工作物保守点検 (一財)関東電気保安協会 211,823 2 特定 ※庶務課一括契約

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

374,900 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 斎場清掃業務委託 伊東メンテナンス㈱ 582,060 2
見積り
合わせ

※庶務課一括契約

市民部 市民課 警備業務委託 セコム㈱ 657,924 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㈱ 1,171,750 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
伊東市斎場火葬関連業務委
託

富士建設工業㈱ 17,631,840 2
見積り
合わせ

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

6,662,952 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。



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 市民課 模写電送装置賃貸借 富士通リース㈱ 563,640 2 特定 リース継続事業のため

市民部 市民課 模写電送装置賃貸借 ㈱ＪＥＣＣ 1,064,016 2
見積り
合わせ

市民部 市民課 電子複写機賃貸借 富士ゼロックス静岡㈱ ○ 100,808 2 特定 機器の納入業者

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㈱ ○ 218,817 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。

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㈱ ○ 228,092 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。

市民部 市民課
住民票等コンビニ交付シス
テム保守委託

行政システム㈱ 2,354,400 2 特定 対応できる業者が他にないため

市民部 市民課
証明書等発行事業コンビニ
交付サービス利用料

㈱ＳＢＳ情報システム 2,603,574 2 特定 対応できる業者が他にないため

市民部 市民課
伊東市役所出張所入金業務
等委託

三島信用金庫 1,331,302 2 特定 対応できる業者が他にないため

市民部 市民課 休日等受付業務委託 株式会社　ユアーズ静岡 1,727,736 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



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
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市民部 環境課
伊豆急荻分譲地ごみ収集業
務委託

㈱フジタ 4,539,605 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 981,000 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
伊東市一般廃棄物運搬業務
委託

伊東市一般廃棄物協同組
合

119,342,230 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㈱ 243,100 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（8号
車）

日本カーソリューション
ズ㈱静岡支店

575,484 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

402,960 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

470,352 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）

㈱日産フィナンシャル
サービス

211,560 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（12号
車）

日立キャピタルオート
リース㈱中部支店

870,840 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 電子複写機賃貸借契約 ㈲太田商店 ○ 84,824 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



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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合わせ
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市民部 環境課 焼却灰溶解固化処理委託 メルテック㈱ ○ 136,864,359 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 ○ 34,391,553 2
見積り
合わせ

市民部 環境課
ガラスびん再商品化業務委
託

公益財団法人日本容器包
装リサイクル協会

○ 698,412 2 特定 法律で定める指定法人のため

市民部 環境課
プラスチック製容器包装再
商品化委託

公益財団法人日本容器包
装リサイクル協会

○ 4,421 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 ○ 13,970 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
廃棄物処理委託（処理困難
物）

㈲児玉充旦商店 ○ 79,181 2
見積り
合わせ

市民部 環境課
廃棄物処理委託（廃乾電
池）

JFE条鋼株式会社鹿島製
造所

○ 873,378 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㈱ ○ 2,328,200 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）

J＆T環境㈱ ○ 1,068,390 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㈱ 8,611 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）
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合わせ
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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

一般財団法人関東電気保
安協会沼津事業本部

178,542 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
御石ヶ沢清掃工場作業環境
分析委託

東邦化工建設㈱ 365,200 1
見積り
合わせ

市民部 環境課
御石ヶ沢清掃工場精密機能
検査委託

㈱環境計量センター 1,133,000 1
見積り
合わせ

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㈱ 6,431 1
見積り
合わせ

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

一般財団法人関東電気保
安協会沼津事業本部

142,833 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
御石ヶ沢最終処分場水質検
査委託

㈱環境計量センター 1,752,840 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
科学検査センター

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 240,900 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 120,990,000 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



部　名 課　名 業務名 契約業者
単価契
約の有
無
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市民部 環境課
環境美化センター清掃業務
委託

伊東メンテナンス㈱ 588,600 2
見積り
合わせ

※庶務課一括契約

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㈱ 196,200 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㈱ 2,035,000 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㈱ 2,005,600 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

一般財団法人関東電気保
安協会沼津事業本部

611,803 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
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 1,002,100 2
見積り
合わせ

市民部 環境課
伊東市車庫内便所清掃業務
委託

伊東メンテナンス㈱ 170,040 2
見積り
合わせ

※庶務課一括契約

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㈱ 523,200 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㈲ 44,472 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 ○ 15,004,954 2 特定 特殊な業務のため
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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

○ 5,439,290 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㈱ 3,016,814 2 特定 特殊な業務のため

市民部 環境課
クリーンセンター放流水検
査委託

東海プラント㈱ 503,580 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 2,497,000 2
見積り
合わせ

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㈱ 246,340 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㈱

369,050 2
見積り
合わせ

※庶務課一括契約

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

119,900 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 クリーンセンター清掃委託 伊東メンテナンス㈱ 948,300 2
見積り
合わせ

※庶務課一括契約

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㈱ 654,000 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



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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合わせ
の別
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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

一般財団法人関東電気保
安協会沼津事業本部

391,601 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
クリーンセンター精密機能
検査委託

㈱環境計量センター 1,232,000 1
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 39,240 1 特定
希望する条件を満たす業者が他にはいない
ため

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 ○ 10,201 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
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

中外テクノス㈱静岡出張
所

1,089,000 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 243,980 1
見積り
合わせ

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
＊＊＊＊

139,461 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

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31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

75,755 1 特定 機器の納入業者であるため

市民部 保険年金課

国民年金第１号被保険者の
産前産後期間の保険料免除
に係るシステム改修業務委
託（届書の電子媒体化）

行政システム㈱ 385,000 1 特定
当該システムソフトウェアのライセンスを
有し、保守を行う業者であるため
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市民部 保険年金課

国民年金第１号被保険者の
産前産後期間の保険料免除
に係るシステム改修業務委
託（様式統一化）

行政システム㈱ 97,000 1 特定
当該システムソフトウェアのライセンスを
有し、保守を行う業者であるため

市民部 保険年金課

国民年金第１号被保険者の
税法改正に伴う保険料免除
に係るシステム改修業務委
託

行政システム㈱ 418,000 1 特定
当該システムソフトウェアのライセンスを
有し、保守を行う業者であるため

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（平成３１年４月１日～
令和元年９月３０日）

都築電気㈱ 108,000 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

コクホライン・調交システ
ムソフトウェア保守点検委
託（令和元年１０月１日～
令和２年３月３１日）

都築電気㈱ 110,000 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（平成
３１年４月１日～令和元年
９月３０日）

富士通リース㈱静岡支店 143,724 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

高額療養費管理システムの
再リース賃貸借契約（令和
元年１０月１日～令和２年
３月３１日）

富士通リース㈱静岡支店 146,388 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
国保事業月報Ａ表遡及月再
作成対応改修業務委託

行政システム㈱ 242,000 1 特定 機器の納入業者であるため

市民部 保険年金課
国保システム旧被扶養者減
免改正対応改修業務委託

行政システム㈱ 3,456,000 2 特定 機器の納入業者であるため

市民部 保険年金課
国保システム資格管理効率
化対応改修業務委託

行政システム㈱ 770,000 2 特定 機器の納入業者であるため

市民部 保険年金課
国民健康保険被保険者証兼
国民健康保険高齢受給者証
発行対応業務委託

行政システム㈱ 2,420,000 2 特定 機器の納入業者であるため
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市民部 保険年金課
令和元年度国保システムオ
ンライン資格確認対応改修
業務委託

行政システム㈱ 3,776,300 2 特定 機器の納入業者であるため

市民部 保険年金課
元号改正に伴う後期高齢者
システム改修対応業務委託

行政システム㈱ 278,640 2 特定 システムの納入・保守業者であるため

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㈱静岡支店 241,980 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

1,500,000 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
福祉関係団体事務局運営業
務委託

社会福祉法伊東市社会福
祉協議会

6,000,000 2 特定
伊東市民生委員児童委員協議会及び日本赤
十字社伊東市地区の事務局運営業務でほか
にできるものがいないため

健康福祉部 社会福祉課 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
令和元年度心身障害児
（者）療育指導事業委託

伊東市手をつなぐ育成会 114,610 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社

6,095,360 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
MCWEL障がい者福祉システ
ム保守業務委託

富士通㈱静岡東部支店 1,082,160 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
令和元年度障がい者福祉シ
ステム制度改正対応改修委
託

富士通㈱静岡東部支店 2,629,908 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



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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合わせ
の別
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健康福祉部 社会福祉課
令和元年度障がい者福祉シ
ステム制度改正対応改修委
託

㈱ＳＢＳ情報システム 780,092 2 特定
令和2年10月1日からの機器導入業者である
ため

健康福祉部 社会福祉課 障害支援区分認定調査 医療法人　仁恵会 4,200 1 特定
市条例の金額内であり、秋田県湯沢市内で
障害者総合支援法の指定を受けている事業
所のため

健康福祉部 社会福祉課
MCWEL障がい者福祉システ
ム賃貸借契約

富士通リース㈱静岡支店 38,880 2 特定
平成31年3月31日までの賃貸借契約であった
システム及び機器の再リース契約のため

健康福祉部 社会福祉課
MCWEL障がい者福祉システ
ム賃貸借契約

富士通リース㈱静岡支店 2,001,708 2
見積り
合わせ

健康福祉部 社会福祉課
工房うさみ電気設備改修修
繕工事

㈱ショーワ商会 79,920 1 特定 使用している配電盤に熟知しているため

健康福祉部 社会福祉課
重度障害者デイサービスセ
ンターひだまり医務室、ト
イレドア等修繕工事

小島屋㈲ 144,655 1 特定 市内業者でリフォームも手がけているため

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空調
機修繕工事

㈱日静冷熱サービス 653,620 1 特定
当該施設の空調設備修繕に携わってきた業
者であり精通している。また、施設の利用
に際し緊急を要するため

健康福祉部 社会福祉課
車いす移動車の賃貸借及び
保守に関する契約

日本カーソリューション
ズ㈱

546,000 2 特定

平成25年から長期継続契約をしている左記
業者と再契約をすることにより速やかに車
両を調達でき、現在リース中の車両をその
まま借り受けることができるため

健康福祉部 社会福祉課
車いす移動車の賃貸借及び
保守に関する契約

日本カーソリューション
ズ㈱

132,000 2 特定

平成25年から長期継続契約をしている左記
業者と再々契約をすることにより速やかに
車両を調達でき、現在リース中の車両をそ
のまま借り受けることができるため

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



部　名 課　名 業務名 契約業者
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約の有
無
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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

㈱東海道シグマ 10,703,078 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
伊東市学習支援事業委託契
約

㈱東海道シグマ 11,891,006 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
伊東市生活困窮者一時生活
支援事業等委託契約

特定非営利活動法人ＰＯ
ＰＯＬＯ

1,522,000 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
伊東市生活困窮者家計改善
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
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

○ 51,777 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 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

○ 109,184 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
平成３１年度生活保護法レ
セプト点検業務

㈱ニチイ学館 654,000 2
見積り
合わせ

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

164,304 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
平成３１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㈱ 250,000 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
生活保護システム改修業務
委託契約

北日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 1,232,000 2 特定
生活保護システムの開発が特殊であり、そ
のシステム等を改修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
生活保護システム初期構築
委託業務

北日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 2,585,000 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
生活保護システム機器賃貸
借契約

日立キャピタル㈱ 600,160 2
見積り
合わせ

健康福祉部 社会福祉課
生活保護システムクラウド
利用契約

北日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 442,200 2 特定
生活保護システムの更新が同社のシステム
に決定しており、同社のクラウドサービス
以外利用ができないため

健康福祉部 社会福祉課
生活保護システム更新に伴
う庁内ＬＧＷＡＮ系ネット
ワーク連携業務委託

㈱富士通エフサス　静岡
東部支店

275,000 1 特定
庁内ＬＧＷＡＮ系ネットワークのシステム
について専門的な知識・技術が必要である
ため

健康福祉部 社会福祉課
生活保護システム更新に伴
うネットワーク連携構築業
務委託

行政システム㈱静岡支店 726,000 2 特定
住基システム及び番号連携システムの設定
作業等を行うものであり、両システムに関
し専門的な知識・技術が必要であるため

健康福祉部 社会福祉課
プレミアム付商品券購入引
換券発行事務支援システム
導入等業務委託

行政システム㈱静岡支店 6,637,000 2 特定

本市基幹系システムからのデータ抽出、取
り込みを行う上で当該事業者が本市のシス
テムの構築業者であり、システムの開発業
者でもあることから互換性が図れるため

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) 26,160 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

㈱伊豆バス 141,960 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

㈱伊豆バス 136,500 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 ○ 43,700 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
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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(事前検査）委託料

賀茂医師会 38,400 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) ○ 32,400 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 ○ 270,000 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 ○ 246,600 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 163,994 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
養護老人ホーム特殊建築物
に係る防火設備定期調査報
告業務委託

東海綜合警備保障㈱ 104,500 2 特定
当該施設の消防用設備の保守点検業者で施
設の設備構造を熟知するほか、当該業務に
精通しているため

健康福祉部 高齢者福祉課
養護老人ホーム特殊建築物
等定期調査報告業務委託

㈲鈴木工務所一級建築士
事務所

270,000 2 特定
静岡県建築物等定期報告調査者協会会員で
あるとともに、当該施設の設備構造に精通
しているため

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2
者

541,000 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

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
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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 ○ 966,624 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
内唯一の事業所であるため

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 ○ 2,439,452 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31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

（有）伊豆介護センター
外24社

3,373,850 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者

○ 4,794,050 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者 ○ 6,397,858 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49社

○ 6,482,830 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
介護保険システム個人番号
制度対応改修業務委託

富士通(株)静岡東部支店 2,991,600 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

介護保険システム制度改正
対応改修業務（介護保険料
の低所得者負担軽減強化）
委託

富士通(株)静岡東部支店 1,579,500 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

介護保険システム制度改正
対応改修業務（処遇改善加
算の見直し、区分支給限度
基準額の見直し）委託

富士通(株)静岡東部支店 3,172,500 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
介護保険システム新元号対
応業務委託

富士通(株)静岡東部支店 997,920 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
介護保険指定事業者等管理
システム クラウド版サー
ビス利用

（株）佐賀電算センター 94,464 2 特定
当該システムが国保連が管理するシステム
の基礎データとして、介護報酬請求・審
査・支払に直結するデータシステムのため

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教室
型）

(医)望洋会　外4者 4,200,000 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

1,716,200 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 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
第2層生活支援体制整備事
業委託

（医）望洋会　外3者 18,056,000 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 7,848,000 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㈱　外1者 12,085,000 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

○ 4,417,800 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
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

13,545,000 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

5,004,796 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



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

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 15,486,900 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。

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）

（株）スポーツ・ウエル
ネス総合企画研究所

4,500,000 2 特定

認知動作型トレーニングマシンの運用に際
し、マシンの性能等に関する専門的な知識
が要求される、専門のトレーナーの配置が
可能な事業所のため

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 100,043,628 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
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㈱ 117,720 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
認知症総合支援事業に係る
タブレット端末等の契約

オリックス・レンテック
㈱

110,160 2 特定

タブレット端末とWi-Fi（回線込）の一括契
約でのリースが可能なため
また、希望するプログラムやアプリケー
ションのインストールについても柔軟に対
応できるため

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3者

355,000 2 特定
専門職員を配置し、かつ地域のことを熟知
している団体が運営する

健康福祉部 子育て支援課
子育てワンストップサービ
ス接続サービス

日本郵便㈱ ○ 329,616 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　＊＊＊＊

○ 11,200 2 特定
事業実施を引き受け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 2,499,120 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



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・
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合わせ
の別
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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

4,500,000 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
子どもの居場所づくり事業
委託

伊東地区子どもの居場所
づくり連絡会

500,000 2 特定 特殊な業務で他にできる者がいないため

健康福祉部 子育て支援課
ＷＥＢサイト及びスマート
フォンアプリの使用許諾契
約

㈱ぎょうせい東京支社 1,962,000 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
「いとう子育てナビみら
い」印刷製本業務委託

㈱ぎょうせい東京支社 2,602,500 2 特定
すでに作成した冊子の掲載内容の更新及び
見直しであり、前回と同一事業者に依頼し
たため

健康福祉部 子育て支援課
福祉総合システムの賃貸借
及び保守

富士通リース㈱静岡支店 3,861,732 2
見積り
合わせ

見積り合わせ業者内訳（機器価格提供業者3
社、リース業者4社）

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 156,816 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 194,400 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
等の賃貸借及び保守

富士通リース㈱静岡支店 123,120 1 特定 再リース契約のため

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 773,838 2 特定
既導入の児童扶養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
児童扶養手当システム制度
改正対応改修業務委託

富士通㈱静岡東部支店 2,499,120 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



部　名 課　名 業務名 契約業者
単価契
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無

契約金額（円）
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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㈱ ○ 23,800 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㈱ ○ 8,570 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
伊東市立保育園腸内細菌検
査等

㈱中部衛生検査センター ○ 35,940 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

2,500,000 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

静岡防災㈲ 78,480 1
見積り
合わせ

健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園警備業務
委託

セコム㈱ 200,124 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

㈱静岡遊具 8,746 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99,712円）

健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園保育室床
嵩上げ工事

ヨシダ装建㈱ 509,740 1
見積り
合わせ

健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園保育室床
暖房取付工事

ヨシダ装建㈱ 686,928 1 特定
同一敷地内で同時期に別工事を実施してお
り、その業者に依頼することで有利な価格
で契約できるため

健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園
屋根カラーベスト塗装工事

ヨシダ装建㈱ 993,202 1
見積り
合わせ
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無
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健康福祉部 子育て支援課
伊東市立さくら園トップ
ライト及棟等修繕工事

ヨシダ装建㈱ 984,929 1 特定
同一敷地内で同時期に別工事を実施してお
り、その業者に依頼することで有利な価格
で契約できるため

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 62,208 2 特定
既導入の医療費助成システムのため、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 226,800 2 特定
既導入の医療費助成システムのため、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 14,058 2 特定
既導入の医療費助成システムのため、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

○ 6,300 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㈱

○ 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

○ 22,668,870 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

健康福祉部 子育て支援課 妊婦健康診査委託
医療法人登誠会
諏訪マタニティ－
クリニック　外6者

○ 232,820 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

○ 3,215,196 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

○ 297,000 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
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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

○ 1,014,700 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 乳児家庭全戸訪問事業委託 ＊＊　＊＊　外２者 ○ 760,000 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）

社会福祉法人　伊東市社
会福祉協議会

○ 649,500 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 子育て支援課
養育支援訪問事業委託（専
門的相談支援）

＊＊　＊＊　外２者 ○ 0 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・デイサービス事業委託

伊東市民病院、上山レ
ディースクリニック

○ 1,494,000 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
産後ケア事業　いで湯型事
業委託

株式会社　ディーエイチ
シ―　外1者

○ 727,500 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

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 ○ 555,200 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

1,999,999 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 集団型子育て支援事業委託
特定非営利活動法人
いとう子育てネットワー
ク・ゆう

5,000,000 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
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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

6,550,000 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 子育て支援課 幼稚園（湯川）警備委託 東海綜合警備保障㈱ ○ 196,200 1 特定
警備機器が業者所有のため（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 遊具保守点検業務委託 ㈱Ｗｏｒｋｌｉｎｅ ○ 32,640 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
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） ○ 26,160 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
健康管理システム改修事業
委託

株式会社　両備システム
ズ

1,390,400 2 特定
健康管理システム「健康かるてV7」の改修
が行えるのは、システム開発会社のみであ
るため

健康福祉部 子育て支援課
妊産婦歯科健康診査事業委
託

一般社団法人　伊東市歯
科医師会

○ 503,110 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 産婦健康診査事業委託

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

○ 2,250,000 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 健康推進課 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
平成３１年度健康管理シス
テム運用支援業務委託

㈱両備システムズ 995,826 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
いとう健康マイレージ賞品
発送等業務委託

伊東商工会議所 365,000 2 特定
市内事業者から広く提案を受けるにあた
り、会員数1,700社を超える伊東商工会議所
以外では本事業の遂行が困難であるため



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

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 ○ 229,520 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
風しん抗体検査及び定期の
予防接種の費用の支払いに
係る委託契約

静岡県国民健康保険団体
連合会

○ 162,600 2 特定
国による実施事業であり、支払については
国保連を通じ実施することとなっているた
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 131,314 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

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

○ 70,736,150 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 高齢者予防接種委託
（一社）伊東市医師会外
3件

○ 39,151,370 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
風しんの抗体検査及び風し
ん第５期の定期接種に係る
委託契約

（公社）日本医師会 ○ 3,829,800 2 特定
国による実施事業であることから、知事会
が一括して契約しているため

健康福祉部 健康推進課
風しん追加対策クーポン券
製作等委託

㈱両備システムズ 1,071,360 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
風しん追加対策事業任意予
防接種単価契約

（一社）伊東市医師会
（公社）地域医療振興協
会伊東市民病院

○ 294,600 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 土地使用貸借契約
井戸川財産講
管理者　＊＊　＊＊

0 1 特定 土地所有者のため
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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 ○ 50,184,500 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 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

○ 1,402,668 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 ○ 148,205 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)

77,750 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
＊＊　＊＊　外６人

○ 6,711,500 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
＊＊　＊＊　外５人

○ 5,945,000 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
伊東市各施設清掃業務委託
契約

伊東メンテナンス㈱ 941,760 2
見積り
合わせ

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）

○ 30,745 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

142,833 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

20,900 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
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無

契約金額（円）
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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

198,380 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㈱ 32,700 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 327,000 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

24,840 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
キャノンメディカルファ
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

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

キャノンメディカルファ
イナンス㈱

511,464 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
解析付心電計等賃貸借に関
する契約

キャノンメディカルファ
イナンス㈱

206,064 2
見積り
合わせ

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 ○ 13,692,360 2 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため
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単価契
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無

契約金額（円）
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健康福祉部 健康推進課 休日歯科診療業務委託契約 伊東市歯科医師会 ○ 327,000 1 特定
業務に精通しており、他に競争相手がいな
いため

健康福祉部 健康推進課
保健福祉事業の医療業務総
合賠償保険・傷害保険

㈱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 67,644 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

○ 8,380,016 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

伊東市歯科医師会 ○ 1,815,300 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 ○ 36,317,407 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

○ 15,945,140 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

○ 4,014,393 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
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

○ 510,510 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

○ 5,058,680 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



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

健康福祉部 健康推進課
平成３１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 2,991,330 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３１年度特定健康診
査・特定保健指導等の受診
券等作成事務処理に関する
委託契約

静岡県国民健康保険団体
連合会

○ 417,648 2 特定
既導入の特定健診等データ管理システムの
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３１（2019）年度特定
健康診査・特定保健指導等
委託

(一社)伊東市医師会 ○ 60,048,995 2 特定 医療知識を有するため

健康福祉部 健康推進課
令和元年度特定健康診査・
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

○ 264,426 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

○ 431,289 1 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

ウェルネススポーツクラ
ブ

○ 72,850 1 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業務委
託

（公社）地域医療振興協
会伊東市民病院

○ 108,750 2 特定 医療知識を有するため

健康福祉部 健康推進課 特定保健指導業務委託 ㈱ベネフィット・ワン ○ 2,220,626 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

健康福祉部 健康推進課
伊東市糖尿病性腎症重症化
予防のための要医療者への
医療機関受診勧奨業務委託

㈱ベネフィット・ワン ○ 752,400 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
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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

ＨＵＬＡ　ＤＯＧＳ ○ 4,650 1 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
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
平成３１年度健康管理シス
テム運用支援業務委託

㈱両備システムズ 497,910 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
いとう健康マイレージ賞品
発送等業務委託

伊東商工会議所 365,000 2 特定
市内事業者から広く提案を受けるにあた
り、会員数1,700社を超える伊東商工会議所
以外では本事業の遂行が困難であるため

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 ○ 9,063,644 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

○ 3,063,353 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３１年度後期高齢者健
康診査委託

(一社)伊東市医師会 ○ 31,387,876 2 特定 医療知識を有するため

健康福祉部 健康推進課
伊東市後期高齢者医療
一日人間ドック委託

(一社)伊東市医師会 ○ 1,682,938 2 特定 医療知識を有するため

健康福祉部 健康推進課
旧市立伊東市民病院警備業
務委託

セコム㈱ 169,128 1 特定 警備機器が業者所有のため

健康福祉部 健康推進課
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㈱
静岡支店

174,480 2
見積り
合わせ
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観光経済部 観光課
伊東温泉観光動態統計調査
委託

（一社）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 248,064 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

（公社）伊東市シルバー
人材センター

5,229,708 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㈱ 2,690,856 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

（公社）伊東市シルバー
人材センター

200,240 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 ㈲鈴木メンテナンス 3,396,982 2
見積り
合わせ

（内産業課分139,247）

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 18,843,000 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



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
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

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 4,926,592 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 999,596 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
観光施設花壇（伊東温泉シ
ンボル柱花壇ほか）維持管
理業務委託

伊東造園事業協同組合 4,774,200 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 238,700 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

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 1,840,481 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 春庭園 300,000 2 特定

春庭園は、今年度マリンタウンや川口公園
にブーゲンビリアの植栽を行っている上、
マリンタウンのブーゲンビリアの維持管理
を請け負っていることから、ブーゲンビリ
アや現場の状況を熟知しているため

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㈱ 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

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 ㈲伊豆セフティ管理 6,229,440 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 6,480,908 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
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

5,100,000 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
とっておき冬花火＆冬のよ
さこいソーズラ祭事業委託

（一社）伊東観光協会 3,900,000 2 特定

本観光宣伝の実情、旅行業界及び宣伝業務
を熟知しており、当該事業を効果的に展開
するためのノウハウや企画力を保持してい
るものと認められるため



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
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
YUKATAにぎわい演出事業委
託

HIKARI to YUKATAにぎわ
い演出事業実行委員会

7,300,000 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、交通事業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
伊東温泉HIKARIにぎわい演
出事業委託

㈱ＳＢＳプロモーション 19,500,000 2 特定

本事業においては、受託金額の優劣より
も、イルミネーションの技術及び話題性
等、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 第７３回按針祭式典等委託
第７３回按針祭執行委員
会

11,000,000 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

観光経済部 観光課
第６回ＡＮＪＩＮサミット
委託

第７３回按針祭執行委員
会

1,200,000 2 特定

按針祭諸行事の目的を遂行するために組織
された組織であることから、本事業を円滑
に遂行できる能力を備えており、かつ、市
内各種団体間の連携を図ることができるた
め

観光経済部 観光課
メディアミックス宣伝事業
委託

（一社）伊東観光協会 6,437,000 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 （一社）伊東観光協会 26,392,000 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㈱ 4,499,990 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おり、効
率的な運営ができるため
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無
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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

（一社）伊東観光協会 600,000 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
伊東温泉情報発信サイトリ
ニューアル業務委託

㈱トラベルジップ 9,377,940 2 特定

提案書を提出した６社により実施したプレ
ゼンテーションの結果による優先交渉事業
者であるため、公募型プロポーザル方式に
より決定した。



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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観光経済部 観光課
伊東イメージアップ広告宣
伝事業委託

（一社）伊東観光協会 1,300,000 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 温泉街魅力向上事業委託 伊東市商店街連盟 700,000 2 特定

本市商店街及び観光関連産業の実情、空き
店舗等の関係者との交渉・調整等に精通
し、当該事業を実施する企画力を兼ね備
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活用事
業委託

（一社）伊東観光協会 2,057,000 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

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

1,000,000 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
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

699,999 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、当該事業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

（一社）伊東観光協会 3,749,000 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 （一社）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 （一社）伊東観光協会 5,010,000 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
外国人観光客誘致活動推進
事業委託

伊東市インバウンド推進
協議会

3,034,000 2 特定
業務遂行能力、組織力及び企画力を有し、
本市のインバウンド事情に精通しているた
め
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観光経済部 観光課
静岡デスティネーション
キャンペーン強化事業委託

静岡デスティネーション
キャンペーン伊東市実行
委員会

8,000,000 2 特定

受託者は、当該キャンペーンにおいて本市
独自の誘客宣伝事業を実施するために、市
内観光関連団体から組織された実行委員会
であり、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て
いるため

観光経済部 観光課
緊急経済対策観光プロモー
ション事業委託

㈱ＪＴＢ静岡支店 27,204,131 2 特定

本委託事業は、市内経済の活性化を早急に
行うための緊急性の高い事業であり、今年
度から３年間の本市観光プロモーションを
受託しており、既に本市についての理解も
あり、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
緊急経済対策 伊東市ＷＥ
Ｂ雑誌等制作事業委託

㈱ブランジスタ 9,075,000 2 特定

本委託事業は、市内経済の活性化を早急に
行うための緊急性の高い事業であり、委託
先は、国内唯一の電子雑誌出版社であり、
無料で購読でき、認知度が非常に高く、月
間２４７万人が利用しているウェブ雑誌
「旅色」を商品として扱っており、知名度
の高いタレントや女優が実際に観光地を訪
れ、地域の情報を紹介する内容で、情報を
幅広く旅行ニーズ潜在層へ発信でき、本市
が期待するプロモーションを効果的に展開
することができるため

観光経済部 観光課
緊急経済対策2020早春の伊
東キャンペーン事業委託

（一社）伊東観光協会 3,925,000 2 特定

本委託事業は、市内経済の活性化を早急に
行うための緊急性の高い事業であり、事業
を早急に進めるために、本市の魅力等をは
じめ、観光宣伝の実情を既に熟知してお
り、市内観光関連団体等の調整や旬な本市
の情報発信を実施するノウハウを有してい
るため

観光経済部 観光課
伊東市観光プロモーション
事業委託

㈱ＪＴＢ静岡支店 15,000,000 2 特定

本事業においては、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
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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
伊東市デジタルマーケティ
ング事業委託

㈱西日本新聞メディアラ
ボ

26,000,000 2 特定

本事業においては、受託金額の優劣より
も、外国人向けの動画制作のノウハウや技
術、動画を活用した広告配信及び分析に対
する手法のうち、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
伊東市まくら投げプロモー
ション事業委託

㈱ティー・ワイ・オー 10,000,000 2 特定

本事業を実施するにあたり、既存の動画及
びキービジュアルを改変する必要があった
ため、諸権利を有している前年度実施事業
者しか事業の実施ができなかったため

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 1,442,000 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 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 161,000 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３２回つばき観賞会開催
業務委託

（公財）伊東市振興公社 912,340 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

観光経済部 産業課
ビジネススクール運営事業
委託

一般社団法人人を大切に
する経営研究所

1,680,000 2 特定

魅力的な企業づくりを支援するための優良
企業に関する知識を持ち、それらの経営者
を講師として手配できる連携体制が取れて
いるため

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
伊東市まちなかにぎわい創
出事業委託

NPO法人　R-ship 12,000,000 2 特定

商店街団体や事業者団体、その他様々な団
体との連携体制を構築しているとともに、
観光客のニーズを大いに把握している事業
者であるため



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

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

（一社）小川植林組合 396,000 1
見積り
合わせ

観光経済部 産業課
令和元年度森林病害虫獣総
合対策事業

（株）ジーテック 2,393,600 2
見積り
合わせ

観光経済部 産業課
令和元年度森林経営管理制
度にかかる意向調査事業

静岡県森林組合連合会 4,785,000 2
見積り
合わせ

観光経済部 産業課
令和元年台風第15号による
森林被害状況調査事業

（株）ウインディーネッ
トワーク伊東支社

723,600 5 特定

台風15号により被災した箇所及び状況を把
握するため、契約後直ちに事業遂行でき、
かつドローン操作及び測量に関する専門的
技能を有する事業者であるため

観光経済部 産業課
池地区水路災害復旧工事
（上流部）

㈲杉進建設 6,490,000 5 特定

平成２３年締結の「災害時における応急対
策業務に関する協定」及び「台風第１５号
被災にかかる災害復旧のための応急工事取
扱」に従い、現地の状況に精通し、出動要
請に応諾のあった事業者であるため

観光経済部 産業課
池地区水路災害復旧工事
（中流部）

新光重機土木㈱ 11,143,000 5 特定

平成２３年締結の「災害時における応急対
策業務に関する協定」及び「台風第１５号
被災にかかる災害復旧のための応急工事取
扱」に従い、現地の状況に精通し、出動要
請に応諾のあった事業者であるため

観光経済部 産業課
池地区水路災害復旧工事
（隧道部）

㈲稲葉建設機械 11,330,000 5 特定

平成２３年締結の「災害時における応急対
策業務に関する協定」及び「台風第１５号
被災にかかる災害復旧のための応急工事取
扱」に従い、現地の状況に精通し、出動要
請に応諾のあった事業者であるため

観光経済部 産業課
池地区用排水路測量設計業
務委託

静岡コンサルタント㈱
伊東営業所

6,270,000 5 特定

台風15号により被災した箇所を早急に復旧
を行う必要があり、そのための測量と設計
を実施するにあたり、現地の状況に精通
し、緊急対応が可能な事業者であるため

観光経済部 産業課
池地区排水路測量設計業務
委託

㈱東日　伊東営業所 1,650,000 5 特定

台風15号により被災した箇所を早急に復旧
を行う必要があり、そのための測量と設計
を実施するにあたり、現地の状況に精通
し、緊急対応が可能な事業者であるため



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
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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 産業課
水産業用施設測量設計業務
委託

第一復建㈱　静岡営業所 5,720,000 5 特定

台風19号により被災した箇所を早急に復旧
を行う必要があり、そのための測量と設計
を実施するにあたり、現地の状況に精通
し、緊急対応が可能な事業者であるため

農業委員会事務
局

農地地図情報システムデー
タ更新業務委託

(株)パスコ静岡支店 774,400 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 公営競技事務所
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

176,000 1 特定 機器納入業者

観光経済部 公営競技事務所 簡易無線局無線機保守委託 静岡日電ビジネス㈱ 221,430 1 特定 特殊な業務

観光経済部 公営競技事務所
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

283,483 2 特定 庶務課一括契約分

観光経済部 公営競技事務所 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㈱

○ 102,300 2 特定 特殊な業務

観光経済部 公営競技事務所
伊東温泉競輪開催告知用ポ
スター制作委託

㈱沼広 363,000 1
見積り
合わせ

観光経済部 公営競技事務所
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 674,300 2 特定 機器納入業者

観光経済部 公営競技事務所
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㈱

501,600 2
見積り
合わせ

庶務課一括契約分

観光経済部 公営競技事務所
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 544,500 2 特定 機器納入業者



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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観光経済部 公営競技事務所
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 572,838 2 特定 特殊な業務

観光経済部 公営競技事務所
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㈱ 594,000 2
見積り
合わせ

観光経済部 公営競技事務所 機械警備業務委託 セコム㈱ 739,200 2 特定 機器納入業者

観光経済部 公営競技事務所
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㈱ 2,098,800 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 公営競技事務所
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

○ 2,578,012 2 特定 特殊な業務

観光経済部 公営競技事務所
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 ○ 2,776,772 2 特定 特殊な業務

観光経済部 公営競技事務所
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㈱

1,097,670 7 特定 特殊な業務

観光経済部 公営競技事務所
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 ○ 34,922,250 2
見積り
合わせ

観光経済部 公営競技事務所
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㈱

6,877,848 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 公営競技事務所
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

○ 8,337,900 2 特定 特殊な業務
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観光経済部 公営競技事務所
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 ○ 47,646,354 2
見積り
合わせ

観光経済部 公営競技事務所 警備用テレビ放映委託 東京電設工業㈱ ○ 48,587,882 7 特定 長年にわたり契約し、業務に精通

観光経済部 公営競技事務所
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 ○ 85,125,644 7 特定 長年にわたり契約し、業務に精通

観光経済部 公営競技事務所
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 38,500,829 2 特定 長年にわたり契約し、業務に精通

観光経済部 公営競技事務所
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㈱

○ 116,706,230 2 特定 特殊な業務

観光経済部 公営競技事務所
新競輪オンライン投票シス
テム業務等委託

㈱チャリロト 889,254,000 2 特定 特殊な業務

観光経済部 公営競技事務所 伊東温泉競輪放映業務委託 ㈱静岡テレビセンター 71,709,000 2
見積り
合わせ

観光経済部 公営競技事務所 競輪の実施事務の委託 公益財団法人ＪＫＡ 224,707,444 2 特定 特殊な業務

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 ○ 7,871,100 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 ○ 8,582,336 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
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建設部 建設課
準用河川対島川仮排水業務
委託

㈲杉進建設 8,100,000 2 特定

伊東建設業協同組合と締結した「災害時に
おける応急対策業務に関する協定書」に従
い、現地の状況に精通し、出動要請に対し
て応諾した業者を選定

建設部 建設課
準用河川対島川仮排水業務
委託（その２）

土屋建設㈱ 10,152,000 2 特定
災害復旧により緊急対応が可能であり、資
機材を多く所有している業者を選定

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

2,973,668 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：9件　測量・調査：1件　その他：0件

建設部 建設課
市道富戸・梅の木平線改良
事業に係る不動産鑑定意見
書作成業務委託

山田不動産鑑定事務所 226,800 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
市道八代田２号線外改良事
業に係る不動産鑑定意見書
作成業務委託

山田不動産鑑定事務所 43,200 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
見書作成業務委託

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

建設部 建設課
市道富戸・梅の木平線改良
事業に係る不動産鑑定意見
書作成業務委託

山田不動産鑑定事務所 330,000 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
普通河川湯川改良工事に係
る不動産鑑定書作成業務委
託

山田不動産鑑定事務所 286,000 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
河川占用不許可処分取消請
求事件訴訟関連業務委託

弁護士　梅田　欣一 324,000 2 特定

以前から当該業務について相談してきた経
過があり、内容を熟知していることから、
訴訟に係る対策方針が迅速に対応できるた
め

建設部 建設課
河川占用不許可処分取消請
求事件訴訟関連業務委託

弁護士　小宮山　克己 324,000 2 特定

以前から当該業務について相談してきた経
過があり、内容を熟知していることから、
訴訟に係る対策方針が迅速に対応できるた
め
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建設部 建設課
小型乗用自動車の賃貸借及
び保守に関する契約

日本カーソリューション
ズ株式会社静岡支店

305,760 2
見積り
合わせ

建設部 建設課
軽乗用自動車及び軽貨物自
動車の賃貸借及び保守に関
する契約

株式会社伊豆バス 219,000 2
見積り
合わせ

建設部 建設課
伊東市道路パトロールカー
の賃貸借及び保守に関する
契約

株式会社伊豆バス 65,890 2
見積り
合わせ

建設部 建設課
土木積算システム等の賃貸
借及び保守に関する契約書

株式会社JECC 1,180,080 2
見積り
合わせ

建設部 建築住宅課
台帳登録閲覧システムデー
タ移管業務委託

一般財団法人建築行政情
報センター

484,000 1 特定
　システム開発会社であり、本業務内容に
精通しているため

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

156,687 1 特定
　システム開発会社であり、本業務内容に
精通しているため

建設部 建築住宅課
建築基準法「指定道路台帳
システム」機器更新

株式会社東日伊東営業所 218,500 2 特定
　システム開発会社であり、本業務内容に
精通しているため

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

○ 972,720 2 特定
　静岡県耐震診断補強相談士を統括できる
組織が外にないため

建設部 建築住宅課
「わが家の専門家診断事
業」業務委託（その２）

公益社団法人静岡県建築
士会

○ 754,880 2 特定
　静岡県耐震診断補強相談士を統括できる
組織が外にないため

建設部 建築住宅課
市営赤坂住宅合併浄化槽維
持管理業務委託

東海プラント株式会社 130,800 1
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

821,860 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

建設部 建築住宅課
市営猪山住宅合併浄化槽維
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

1,055,120 2
見積り
合わせ

建設部 建築住宅課
市営住宅合併浄化槽汚泥引
き抜き

伊東衛生社 ○ 1,278,141 2
見積り
合わせ

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 747,304 2
見積り
合わせ

建設部 建築住宅課
市営住宅エレベーター保守
点検業務委託

株式会社日立ビルシステ
ム横浜支社

1,563,060 2 特定

　当該施設の施工業者であり、かつ、本業
務で実施するリモートメンテナンス及び防
犯カメラシステムを利用した保守点検業務
に精通しているため

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 819,500 2 特定
システムの開発者であり業務に精通してい
るため

建設部 都市計画課
伊東市立地適正化計画策定
基礎調査業務委託

玉野総合コンサルタント
㈱沼津事務所

5,000,000 2 特定
公募型プロポーザルにより選定された事業
者であるため

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

㈲石田造園 563,200 2
見積り
合わせ

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 1,430,000 2
見積り
合わせ

建設部 都市計画課
伊東市都市計画道路必要性
再検証業務委託

玉野総合コンサルタント
㈱沼津事務所

5,137,000 2 特定
公募型プロポーザルにより選定された事業
者であるため

建設部 都市計画課
都市計画道路伊東大仁線道
路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 2 特定
市内調査の実績と専門性のある事業者であ
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

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 3 特定
高齢者の雇用機会の推進を担う業務である
ため

建設部 都市計画課
伊東市伊東駅前駐車場指定
管理委託

（公財）伊東市振興公社 7,133,000 2 特定
指定管理者の特例により選定された事業者
であるため

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

緑成建設㈱ 990,000 2
見積り
合わせ

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㈱ ○ 508,310 2 特定
特殊な業務で市内唯一業務のできる事業者
であるため

上下水道部 下水道課 国県道路台帳補正業務委託 キュウメートル㈱ 244,200 2 特定

国県道の道路占用者の義務である新規道路
占用物を県管理の道路台帳に記載するに当
たり、県から当該業務委託を受注している
業者を選定した。

上下水道部 下水道課
マンホール蓋新デザイン作
製及び設計業務委託

日之出水道機器㈱
静岡営業所

972,000 2 特定

本市が設置したマンホールの受枠に適合
し、同一のマンホールキーにより開閉がで
きるマンホール蓋とすることが必要なた
め、本市のマンホール蓋作製した業者を選
定した。

上下水道部 下水道課
伊東市下水道台帳管理・受
益者負担金賦課徴収システ
ムに関する契約

㈱オオバ　静岡営業所 142,450 2 特定

公営企業会計移行に伴い、他社で構築した
データを当該システムと連携させることが
必須である。他社のデータは当該システム
の仕様を基に作製しているため、移行後の
業務を円滑に行える業者を選定した。

上下水道部 下水道課
令和元年度下水道工事監督
用軽貨物自動車の賃貸借及
び保守に関する契約

日本カーソリューション
ズ㈱　静岡支店

798,600 2
見積り
合わせ

上下水道部 下水道課
下水道課製図用プロッター
機の賃貸借及び保守に関す
る契約

ウインディーネットワー
ク　伊東支社

620,400 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 19,238,500 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



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

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

3,300,000 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

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

5,035,800 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

1,635,000 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を熟知して
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

キューメートル(株) 862,400 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 7,793,500 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 池地内導水管応急復旧工事 (有)寿建設 682,000 5 特定
災害による緊急工事であるため、近隣で工
事を行っていた業者を選定

上下水道部 水道課
竹の内・静海線配水管更新
工事

新栄建設(株) 11,184,480 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 吉田地内配水管更新工事 森田土木(株) 4,314,600 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 蓮着寺道線配水管更新工事 (株)伊豆急ハウジング 11,401,500 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
県道伊東大仁線導水管外耐
震化工事

(株)斉藤組 17,801,300 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
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上下水道部 水道課
郷戸・下生戸線配水管耐震
化工事

(株)海成土木 6,162,480 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
富戸・梅の木平線配水管布
設工事

三和建設(株) 15,633,200 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 水質検査業務委託 ㈱環境計量センター 11,502,750 2 特定
伊東市水道施設維持管理業務委託業者との
契約業者であり、支払いは維持管理業務委
託業者が行う。

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

3,216,129 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
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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

18,196,460 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
荻城ノ平水源浄水施設実施
設計業務委託

㈱蓮池設計伊豆営業所 14,520,000 2 特定
前年度に基本設計を受託しており、設計方
針、調査内容及び現場に精通しているため

上下水道部 水道課
赤沢望洋台地区臨時給水業
務委託

㈱水機テクノス静岡営業
所

○ 2,117,448 6 特定
前年度より渇水による水源枯渇時の緊急臨
時給水であり、同一業者であることにより
業務の熟知、遂行が容易であるため

上下水道部 水道課
水道施設遠隔監視システム
業務委託

㈱水機テクノス静岡営業
所

2,815,470 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
池室ノ腰配水池耐震補強工
事

㈲杉進建設 23,101,100 2 特定

前年度に引き続く２期工事であり、耐震補
強といった構造的に重要な工事であり、他
の業者であると構造上の責任の所在が不明
確になるため

上下水道部 水道課
吉田保代水源ポンプ場送水
管修繕工事

㈱水機テクノス静岡営業
所

2,640,000 5 特定
突発的にポンプ場内の送水管が破損を起こ
し、吉田保代水源の水を供給できなくなり
緊急に修繕するため

上下水道部 水道課 池山下水源１号井改良工事
㈱水機テクノス静岡営業
所

6,193,000 2 特定
台風１５号の土砂崩れにより被害にあった
水源を仮復旧した業者であり、仮復旧時の
機器の再利用や現場に精通しているため

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㈱

○ 743,233 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㈱ ○ 2,534,474 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 23,874,028 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。
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上下水道部 水道課
料金徴収等業務委託（統合
分）

㈱フューチャーイン
静岡支店

1,518,860 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
料金徴収等業務委託契約第
19条による追加委託

㈱フューチャーイン
静岡支店

108,900 6 特定
平成27年12月25日締結の料金徴収等業務委
託契約に基づく追加委託であるため

上下水道部 水道課
システム改修業務委託料
（元号対応）

㈱フューチャーイン
静岡支店

1,263,600 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
台風15号の影響に伴う調定
更正業務委託

㈱フューチャーイン
静岡支店

1,023,000 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
不在者財産管理人選任申立
事件に伴う申立代理人業務
委託

弁護士 110,000 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

上下水道部 水道課
不在者財産管理人選任申立
事件に伴う不在者財産管理
人業務委託

弁護士 55,000 2 特定
専門性を有したうえで、申立代理人との連
携が必要とされるため

教育委員会 教育総務課 小学校（６校）警備委託 セコム(株) 1,709,292 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（４校）警備委託 東海綜合警備保障(株) 1,595,760 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) 2,118,960 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 539,550 2
見積り
合わせ
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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 374,960 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 1,491,415 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 834,384 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

㈱Work Line 354,000 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

㈱Work Line 177,000 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 269,500 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 113,300 1
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
小学校（３校）浄化槽維持
管理委託

東海プラント㈱ 313,920 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㈱ 628,070 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
小学校（３校）浄化槽の汚
泥引き抜きに関する契約

㈱吉田クリーン ○ 571,340 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 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

㈱吉田クリーン ○ 97,020 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
小学校（４校）浄化槽法定
検査

（一財）静岡県生活科学
検査センター

43,000 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（２校）浄化槽法定
検査

（一財）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

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 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
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 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)

296,916 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
教育機関職員採用試験貸与
等委託料

(公社)日本人事試験研究
センター

○ 13,824 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（全１０校）簡易水
道検査

（一財）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



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 教育総務課
中学校（全５校）簡易水道
検査

（一財）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
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

228,900 1
見積り
合わせ

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

130,230 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 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 382,320 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
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 179,928 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）便所清
掃委託

（公社）伊東市シルバー
人材センター

4,111,475 3 特定 高齢者雇用のため

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

2,597,425 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) 3,114,288 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
令和元年10月導入　小学校
教育用パソコンシステムの
賃貸借及び保守契約

富士通リース㈱静岡支店 9,306,000 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課 小学校実物投影機購入契約

ＮＴＴビジネスソリュー
ションズ㈱ 東海支店 Ｉ
Ｔビジネス本部 静岡営
業所

682,000 1 特定
同機種の実物投影機の納入業者であり、一
体的な管理が可能となるため

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

(株)藤興産 921,800 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

(株)藤興産 448,250 2
見積り
合わせ

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 156,820 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 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 ○ 269,512 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 教育総務課 使用済み食用油買取 (株)リンクス ○ -26,250 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) 235,440 2 特定 警備機器の納入・設置業者であるため

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

(株)藤興産 91,560 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ボ
イラー保守点検委託

(株)日本サーモエナー 283,400 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

785,176 3 特定 高齢者雇用のため

教育委員会 教育総務課
伊東市学校給食センター排
水除害施設設備維持管理業
務委託契約

ＡＧ(株) 2,210,520 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
学校給食センター空調機器
保守点検業務委託

(株)平和エアテック 763,000 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 59,400 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) 1,962,000 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



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 36,624 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
伊東市学校給食センター排
水除外施設油脂及び汚泥引
抜業務に係る単価契約

東海プラント(株) ○ 1,448,655 2
見積り
合わせ

教育委員会 教育総務課
学校給食センター厨房機器
等保守点検業務委託

㈱中西製作所伊東営業所 1,500,220 2 特定

センター建設時の設置施工業者であり、製
造メーカーに関わらず一括して委託するこ
とでトラブルを迅速・円滑に解決すること
ができるため

教育委員会 教育総務課
給食用リフト保守点検業務
委託

ジャパンエレベーター
サービス(株)

318,890 2
見積り
合わせ

※庶務課一括契約（給食センター、受配校
分）

教育委員会 教育総務課
給食用リフト保守点検業務
委託

ジャパンエレベーター
サービス(株)

98,100 2
見積り
合わせ

※庶務課一括契約（学校調理場分）

教育委員会 教育総務課
学校給食センター受電設備
清掃業務委託

(一財)関東電気保安協会 0 2
見積り
合わせ

※庶務課一括契約

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) 784,800 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

エネジン(株) ○ 4,351,592 2
見積り
合わせ

教育部 教育指導課 オージオメーター校正検査 （株）名西システム ○ 84,672 2 特定
オージオメーターの校正検査について、専
門的な技能を有し、多くの市町教育委員会
とも契約実績があるため

教育部 教育指導課
健康診断検査器具賃貸借契
約

（株）カツマタ ○ 641,035 2 特定

健康診断において、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、県内に検診機器を扱う業者が1社のみ
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

教育部 教育指導課
教職員胸部レントゲン健診
業務に関する契約

公益財団法人
静岡県予防医学協会

○ 187,972 2 特定
結核予防を目的とした健診を実施する専門
検査機関であるため

教育部 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
聖隷隷沼津第一クリニッ
ク聖隷沼津健康診断セン
ター

○ 1,785,654 2 特定
県教育委員会指定の検査機関であり、検査
料金も県内で同一料金となっているため

教育部 教育指導課 教職員指定年齢健康診断
公益財団法人
地域医療振興協会
伊東市民病院

○ 1,115,450 2 特定
市内の医療機関で人間ドックセンターを有
し、詳細な検査を実施できる唯一の医療機
関であるため

教育部 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

○ 627,000 2 特定

会員が市内の園・学校歯科医を担当してお
り、日頃から市内の子どもたちの健康状態
を把握している。また衛生士や健診器具の
手配など迅速に対応でき、円滑な健診が可
能であるため

教育部 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

○ 4,347,200 2 特定

県内他市町で実績があり、本市においても
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、会場となる伊東市役所
を熟知し、円滑な実施が可能であるため

教育部 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

○ 5,105,396 2 特定
検体の回収、現地に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ができないため

教育部 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

○ 43,659 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

教育部 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、関係機関の職員等で構成する協
議会が設置されており、知意識を持った職
員による運営が可能なため

教育部 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

568,500 2 特定
平成18年度「書道特区」として事業を開始
以来、本事業への理解をいただき授業にお
ける支援体制が確立されているため



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
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

教育部 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 24,361,500 2 特定

県内他市町における実績があり、全国的に
事業展開をしている。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

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　＊＊＊＊

6,800,800 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　＊＊＊＊

8,357,800 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　＊＊＊＊

7,144,800 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　＊＊＊＊

8,873,800 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　＊＊＊＊

9,216,050 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　＊＊＊＊

9,173,880 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　＊＊＊＊

14,125,955 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　＊＊＊＊

7,720,800 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

129,787,300 2 特定 認可保育所



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 伊豆栄光荻保育園運営委託 社会福祉法人　栄光会 120,041,390 2 特定 認可保育所

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

65,230,970 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 107,388,580 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 117,382,580 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

104,510,100 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

9,441,000 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
社会福祉法人橘会 認定
こども園 片浜桜 理事長
渡辺和晃

○ 557,310 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 ○ 4,016,960 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 ○ 2,515,900 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 4,464,000 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 4,464,000 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 4,464,000 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（伊豆栄光なぎ
さ保育園）

社会福祉法人　栄光会 4,464,000 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（ちゅうりっぷ
保育園）

社会福祉法人　つくし会 4,464,000 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（小規模保育所
えん）

特定非営利活動法人　え
ん

4,464,000 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 ○ 8,152,000 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

○ 8,152,000 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 ○ 8,152,000 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

○ 8,703,000 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
保育園給食管理システム保
守委託料

㈱プロント 39,900 2 特定
保育園給食用管理システムの機器保守を行
う業者のため



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
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特定・
見積り
合わせ
の別
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教育委員会 幼児教育課
子ども子育て支援システム
保守委託料

㈱ピーズカンパニー 1,001,000 2 特定
導入しているシステムが、契約会社のシス
テムを利用しているため

教育委員会 幼児教育課
改元対応システム改修委託
料

㈱ピーズカンパニー 2,494,800 2 特定
導入しているシステムが、契約会社のシス
テムを利用しているため

教育委員会 幼児教育課
子ども子育て支援システム
改修委託料

㈱ピーズカンパニー 10,890,000 2 特定
導入しているシステムが、契約会社のシス
テムを利用しているため

教育委員会 幼児教育課
伊東市子ども・子育て支援
事業計画作成業務委託料

㈱ぎょうせい 2,497,000 2 特定

業者から企画提案を受ける形によるプロ
ポーザルとして実施した結果、業務内容が
伊東市の子育て支援施策に適した業者のた
め

教育委員会 幼児教育課 保育人材育成業務委託料
社会福祉法人　子ども未
来計画

280,909 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 保育人材育成業務委託料
社会福祉法人　伊東つく
し会

1,260,000 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 保育人材育成業務委託料
特定非営利活動法人　え
ん

1,286,666 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
伊東市立保育園消防用設備
等保守点検業務委託

静岡防災（株） 135,051 1
見積り
合わせ

見積依頼業者3社

教育委員会 幼児教育課 市立保育園警備業務委託 セコム㈱ 1,219,056 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。1,419,180円)

教育委員会 幼児教育課 遊具保守点検業務委託 ㈱静岡遊具 90,966 1
見積り
合わせ

見積依頼業者3社（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。
99,712円）



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

特定の場合の業者選定等の理由

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㈱ 104,820 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
伊東市立保育園職員におけ
る保菌検査等に関する契約

㈱中部衛生検査センター 482,586 1
見積り
合わせ

見積依頼業者2社

教育委員会 幼児教育課
保育園・子育て支援セン
ター園庭開放傷害保険

(有)キャスコンサルタン
ト

75,000 1
見積り
合わせ

見積依頼業者3社

教育委員会 幼児教育課
玖須美保育園一時預かり事
業実施に伴う傷害保険

(有)キャスコンサルタン
ト

20,160 1 特定

保育園・子育て支援センター園庭開放傷害
保険見積合わせを行い選定された業者でか
つ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

教育委員会 幼児教育課
八幡野保育園増築工事設計
業務委託料

(株)ユー設計集団いなば
建築設計室

1,599,480 2 特定

改修箇所が多岐にわたり、短期間で構造設
計等を行う必要がある中、H14年1月に竣工
した八幡野保育園の建設に当たり、建築設
計を行った業者であるため

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) 285,580 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11園)警備業務委
託

セコム㈱ 3,552,528 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（新井分園を除く14
園）遊具保守点検業務

㈱WorkLine 424,320 2
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課
幼稚園（5園）清掃用具等
使用契約

㈱ヒカリ ○ 22,890 1
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課 幼稚園施設管理業務委託
（社）伊東市シルバー人
材センター

○ 2,369,457 3 特定 高齢者雇用安定促進のため
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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㈱ 44,908 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 56,560 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

（株）吉田クリーン ○ 515,350 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㈱ 311,040 2
見積り
合わせ

教育委員会 幼児教育課 幼稚園ＡＥＤ賃貸借契約 セコム㈱ 283,392 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 ○ 1,550,200 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 生涯学習課
宇佐美コミュニティセン
ター２階和室畳畳替

岩本畳店 83,000 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
宇佐美コミュニティセン
ター各種団体事務室エアコ
ン更新修繕

佐藤冷機工業㈱ 250,560 1 特定
保守管理委託業者であり、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
ター漏電対策修繕

㈲小川工務店 255,258 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため
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教育委員会 生涯学習課
八幡野コミュニティセン
ター高圧設備改修修繕
（PAS）

㈱伊豆電業社 585,360 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
八幡野コミュニティセン
ター高圧設備改修修繕
（ケーブル）

㈱伊豆電業社 889,920 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
八幡野コミュニティセン
ター２階調理室西側エアコ
ン更新修繕

佐藤冷機工業㈱ 272,700 1 特定
保守管理委託業者であり施設を熟知してお
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階調理室東側エアコ
ン更新修繕

佐藤冷機工業㈱ 272,700 1 特定
保守管理委託業者であり施設を熟知してお
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１～３階男女トイレ修
繕

㈲富戸工業 190,300 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
富戸コミュニティセンター
男子トイレ小便器センサー
修繕

山下管工設備 27,336 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
高圧設備改修修繕（PAS･
ケーブル）

㈱伊豆電業社 1,230,120 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
小室コミュニティセンター
排煙窓オペレーター修繕

㈱斉藤組 242,000 1 特定

教育委員会 生涯学習課 中央会館消防設備修繕 コヤナギ防災システム㈱ 145,109 1 特定
保守管理委託業者であり、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 図書館漏水箇所修繕 山下管工設備 42,350 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため
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教育委員会 生涯学習課
中央会館ガス漏れ警報器取
替修繕6台

伊東瓦斯㈱ 46,200 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 中央会館消防設備修繕 コヤナギ防災システム㈱ 37,400 1 特定
保守管理委託業者であり施設を熟知してお
り、業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課 ひぐらし会館自動ドア修繕 ナブコシステム㈱ 32,400 1 特定
当該自動ドアの施工業者であり、業務に精
通しているため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館洋室楽屋エア
コン更新工事

佐藤冷機工業㈱ 233,280 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
ひぐらし会館消防設備改修
修繕

コヤナギ防災システム㈱ 564,062 1 特定
保守管理委託業者であり施設を熟知してお
り、業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館第二会議室B
エアコン更新修繕

佐藤冷機工業㈱ 498,960 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
ひぐらし会館小便器セン
サー不良修繕

山下管工設備 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2階トイレつ
まり修繕

山下管工設備 13,200 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
ひぐらし会館2階トイレつ
まり修繕

山下管工設備 48,400 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
ひぐらし会館関電指摘電気
設備修繕

㈱伊豆電業社 427,900 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）
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
ひぐらし会館ガス漏れ警報
器取替修繕3台

伊東瓦斯㈱ 24,090 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
ひぐらし会館舞台照明設備
修繕代金(直流電源他)

丸茂電機㈱ 335,500 1 特定
施工業者であり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2階男子トイ
レ洗面上部照明不点改修

㈱伊豆電業社 12,100 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
ひぐらし会館屋内消火栓設
備修繕

コヤナギ防災システム㈱ 43,340 1 特定
保守管理委託業者であり施設を熟知してお
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3Fホール空調
更新ダクト工事に伴う天井
修繕

木下設備㈱ 770,000 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
池会館非常用発電機塗装修
繕

静岡県東部電気工事協同
組合伊東支部

99,000 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
ひぐらし会館遊戯室ピアノ
調律手数料

㈱丹澤楽器店 17,600 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
中央会館会館前道路反射鏡
設置修繕

㈲友和建設 49,680 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 図書館入口ドア錠交換修繕 伊東ロックセンター 32,778 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
仮設駐車場整備工事（その
３）

㈱海野建設 640,000 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）
随意契
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特定・
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の別
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教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館３階楽屋（洋
室・和室）防水修繕

㈲ホーエー塗装 364,608 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2Fトレーニン
グ室空調室外機修繕

㈱伊豆電業社 7,560 1 特定
保守管理委託業者であり、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
ひぐらし会館遊戯室エアコ
ン室外機更新修繕

佐藤冷機工業㈱ 583,000 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2F非常口ドア
取替修繕

宇都宮硝子店 269,940 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 荻会館非常灯修繕 静岡防災㈱ 124,200 1 特定
保守管理委託業者であり、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
非常口ドア取替修繕

㈲宇都宮硝子店 281,600 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
八幡野コミュニティセン
ター３階大会議室南側エア
コン室外機

佐藤冷機工業㈱ 461,160 1 特定
保守管理委託業者であり、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階大会議室南側エア
コン室内機

佐藤冷機工業㈱ 267,840 1 特定
保守管理委託業者であり、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階会議室東側エアコ
ン取替修繕

佐藤冷機工業㈱ 279,400 1 特定
保守管理委託業者であり、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階会議室西側エアコ
ン取替修繕

佐藤冷機工業㈱ 279,400 1 特定
保守管理委託業者であり、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）
随意契
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教育委員会 生涯学習課
八幡野コミュニティセン
ター北側倉庫出入り口引戸
取替修繕

ヨシダ装建㈱ 199,320 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
八幡野コミュニティセン
ター駐車場改修修繕その１

㈱海野建設 1,293,600 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
八幡野コミュニティセン
ター駐車場改修修繕その２

㈱海野建設 1,293,600 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
八幡野コミュニティセン
ター駐車場改修修繕その３

㈱海野建設 1,107,700 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
八幡野コミュニティセン
ター駐車場改修修繕その４

㈱海野建設 1,039,500 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
ター駐車場改修修繕その５

㈱海野建設 1,161,600 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4階第二会議室空
調室外機修繕

㈱伊豆電業社 144,100 1 特定
保守管理委託業者であり、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4階非常口ドア硝
子修繕

㈲宇都宮硝子店 37,312 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2階外通路ガラス
修繕

㈲宇都宮硝子店 27,720 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4階通路雨漏り修
繕

ホーエー塗装 41,800 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため
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教育委員会 生涯学習課 中央会館警備業務委託 セコム㈱ 366,240 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
中央会館消防用設備等保守
点検委託

コヤナギ防災システム㈱ 109,000 1
見積り
合わせ

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

㈱伊豆電業社 276,960 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

444,400 2 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

コヤナギ防災システム㈱ 26,400 1
見積り
合わせ

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 152,382 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
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㈱ 377,040 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

コヤナギ防災システム㈱ 91,560 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

㈱伊豆電業社 255,150 1
見積り
合わせ

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

1,377,075 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
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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 251,200 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㈱ 359,700 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㈱ 936,900 2 特定 設備工事施工業者のため

教育委員会 生涯学習課
ひぐらし会館建築物・建築
設備等定期調査報告等業務
委託

㈱Ｕ設計集団いなば建築
設計室

208,440 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 38,704 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

コヤナギ防災システム㈱ 22,000 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

㈱カルタン ○ 20,964 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
公共施設予約管理システム
の賃貸借及び保守

富士通リース㈱静岡支店 1,584,000 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
ひぐらし会館
自主文化事業出演委託

入船亭扇遊 300,000 1 特定
舞台芸術の公演という性質から、競争入札
には適さないこと及び長年にわたり契約
し、業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課
伊東市放課後子ども教室推
進事業委託

池っこクラブ
＊＊＊＊

252,000 2 特定
子どもたちの環境づくりを推進している団
体であり、他に業務を遂行できる団体がな
いため
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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

伊東市囲碁連盟
＊＊＊＊

252,000 2 特定
子どもたちの環境づくりを推進している団
体であり、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
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
子どもたちの環境づくりを推進している団
体であり、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
伊東市放課後子ども教室推
進事業委託

ドキドキわくわく冒険隊
＊＊＊＊

252,000 2 特定
子どもたちの環境づくりを推進している団
体であり、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
伊東市放課後子ども教室推
進事業委託

伊豆高原絵本の家
＊＊＊＊

252,000 2 特定
子どもたちの環境づくりを推進している団
体であり、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５８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 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 IZUBI FINAL事業委託 （公財）伊東市振興公社 7,000,000 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
観光会館伊東大田楽公演事
業委託

（公財）伊東市振興公社 2,450,000 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
木下杢太郎記念館消防用設
備不備修繕

株式会社　藤興産 13,200 1 特定
施設を熟知しており、業務に精通している
ため
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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㈱ 207,972 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 2,854,567 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

株式会社　藤興産 21,600 1
見積り
合わせ

教育委員会 生涯学習課
木下杢太郎記念館及び生
家、木製建具修繕

有限会社　造営舎 31,790 1 特定 業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課
木下杢太郎記念館及び生家
屋根修繕

田中社寺株式会社 517,000 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
文化財管理センター消防設
備修繕工事

（株）藤興産 27,500 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警備業
務委託

セコム（株） 358,728 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 183,968 2 特定 ※庶務課一括契約

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 52,320 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㈱

499,656 2
見積り
合わせ

※庶務課一括契約
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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

ソリックオートドア㈱ 38,500 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監視モ
ニター修繕

㈱小川電気商会 408,100 1 特定 業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課
文化財管理センター屋上ア
ルミ笠木修繕

㈲造営舎 77,000 1 特定 業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課
文化財管理センター地下収
蔵庫空調機修繕

㈱日静冷熱サービス 1,056,000 1 特定 業務に精通しているため

教育委員会 生涯学習課
文化財管理センター電子複
写機賃貸借使用料金契約

㈱カルタン ○ 174,792 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
埋蔵文化財発掘調査関連業
務委託契約

㈲友和建設 164,386 1 特定
埋蔵文化財発掘調査に伴う掘削調査の基礎
技術を熟知し、市内の調査現場の実績があ
るため

教育委員会 生涯学習課
江戸城石垣石丁場跡保存活
用計画策定支援業務委託契
約

㈱フジヤマ 1,694,000 2
見積り
合わせ

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 ○ 91,349 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
令和元年度第48回伊東駅伝
競走大会運営業務委託

伊東市体育協会 960,000 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
令和元年度第20回記念静岡
県市町対抗駅伝競走大会代
表チーム運営業務委託

伊東市体育協会 1,650,000 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



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
器保守点検業務委託

セノー㈱ 310,650 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
伊東市立学校施設利用に関
する業務委託

伊東市体育協会 1,350,000 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
東小学校体育館カーテン
レール修繕

㈲造営舎 68,904 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
宇佐美中学校体育館外灯修
繕

㈱増田電気 82,080 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
かどの球場防球ネット補修
修繕

長永スポーツ工業㈱ 1,237,500 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
かどの球場ウィンチワイ
ヤー取替工事　修繕

長永スポーツ工業㈱ 711,700 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
かどの球場ウィンチワイ
ヤー振れ止め取替工事　修
繕

長永スポーツ工業㈱ 290,400 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
かどの球場３塁側トイレ小
便器フラッシュ弁取り換え
修繕

山下管工設備 77,000 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
市民体育センター倉庫、市
民運動場側外壁の一部修繕

㈲マルヨシ建設 347,600 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）
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 伊東市民運動場漏水修繕 山下管工設備 144,720 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
伊東市大原武道場トレーニ
ング機器賃貸借に関する契
約

三井住友トラスト・パナ
ソニックファイナンス㈱

956,448 2
見積り
合わせ

委託先が限定されているため
H31.4.1～Ｒ6.3.31

教育委員会 生涯学習課
大原武道場　トレーニング
機器修繕

セノー㈱ 68,222 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　安定器交換工
事　修繕

㈱小川電気商会 35,200 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
青少年キャンプ場流しバル
ブ取付修繕

山下管工設備 33,550 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
青少年キャンプ場旧倉庫解
体修繕

㈲稲葉建設機械 504,460 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 ○ 58,080 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 129,492 6
見積り
合わせ

教育委員会 図書館 ＴＯＯＬｉ使用契約
（株）図書館流通セン
ター

523,020 2 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

○ 352,745 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



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 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

392,400 1 特定 委託先が限定されているため

教育委員会 図書館
図書館システム賃貸借及び
保守に関する契約

 (株)　ＪＥＣＣ 4,337,964 2
見積り
合わせ

H30.4.1～R4.9.30

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 ○ 283,400 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 ○ 734,400 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 会議録反訳委託契約 (株)澤速記事務所 ○ 1,008,674 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

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 ○ 757,693 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

会計課
光学式文字読み取り装置
（ＯＣＲ）システム改修委
託

東芝デジタルソリュー
ションズ株式会社

3,240,000 ２号 特定

本委託契約は、現行のＯＣＲシステムの改
修であり、当該システムを開発し著作権を
有する現在の保守業者以外では行うことが
できないため

選挙管理委員会
電子複写機賃貸借（県議
選）

富士ゼロックス静岡㈱ 13,500 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（参院
選）

富士ゼロックス静岡㈱ 13,500 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（市議
選）

富士ゼロックス静岡㈱ 13,500 1 特定 庁舎内での契約実績があるため



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
伊東市選挙システム操作研
修会実施業務委託（参院
選）

行政システム㈱静岡支店 86,400 1 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（市議
選）

行政システム㈱静岡支店 86,400 1 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（県議選）

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（参院選）

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
期日前投票システム用ＰＣ
アップグレード業務委託

行政システム㈱静岡支店 798,120 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
元号改正に伴う選挙システ
ム対応業務委託

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
期日前投票所指導案内派遣
業務委託（県議選）

（公社）静岡県シルバー
人材センター連合会

136,469 1 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（参院選）

（公社）静岡県シルバー
人材センター連合会

163,296 1 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（市議選）

（公社）静岡県シルバー
人材センター連合会

122,472 1 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
ポスター掲示場設置等業務
委託（県議選・３１年度
分）

（株）タナカ東京支社 443,232 2
見積り
合わせ
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選挙管理委員会
ポスター掲示場設置等業務
委託（参院選）

（株）タナカ東京支社 923,400 2 特定
直近の選挙において実施した業者であるた
め

選挙管理委員会
ポスター掲示場設置等業務
委託（市議選）

（株）タナカ東京支社 1,477,440 2 特定
直近の選挙において実施した業者であるた
め

選挙管理委員会
第２０投票所（南幼稚園）
警備業務委託（県議選）

㈲伊豆セフティ管理 39,960 1
見積り
合わせ

選挙管理委員会
第２０投票所（南幼稚園）
警備業務委託（市議選）

関東警備保障株式会社
静岡営業所

75,600 1
見積り
合わせ


