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1 R3.4.1 介護サービス事業者点検業務委託 介護保険課 ジェイエムシー㈱大阪支店 ¥1,507,000 随意契約

2 R3.4.1
介護給付適正化支援システム業務委
託

介護保険課 ジェイエムシー㈱大阪支店 ¥990,000 随意契約

3 R3.4.1 居宅サービス計画点検業務委託 介護保険課 ジェイエムシー㈱大阪支店 ¥1,808,400 随意契約

4 R3.4.1 介護給付適正化指導業務委託 介護保険課 ジェイエムシー㈱大阪支店 ¥2,365,000 随意契約

5 R3.4.19
令和３年度工場排水等水質分析及び
専用水道水質検査業務委託

環境衛生課 ㈱ケイ・エス分析センター ¥630,168 入札

6 R3.4.19
令和３年度総量採水測定調査業務委
託

環境衛生課 ㈱総合水研究所 ¥330,000 入札

7 R3.4.19
令和３年度大気中アスベスト濃度及
び悪臭測定分析業務委託

環境衛生課 ㈱ケイ・エス分析センター ¥466,400 入札

8 R3.4.27
令和３年度職員・教職員健康診断業
務委託

総務部人事課及び教育部学校教育課 医療法人メディフロント ¥7,805,150 入札

9 R3.5.27
泉佐野市中央・北ポンプ場運転操作
業務委託

下水道整備課 ㈱第一 ¥62,898,000 入札

10 R3.5.31 共同処理文書等逓送業務委託 広域福祉課 有限会社　寿屋 ¥1,701,700 入札

11 R3.6.2
泉佐野市地域防災計画等修正及び
総合ハザードマップ作成業務委託

危機管理課 ランドブレイン㈱　大阪事務所 ¥7,524,000 入札

12 R3.6.11
泉佐野市公共施設等総合管理計画
改訂等業務委託

総務課 応用技術㈱ ¥4,972,000 入札

13 R3.5.14 介護保険システム改修委託業務 介護保険課 扶桑電通㈱関西支店 ¥5,577,000 随意契約

14 R3.6.9 矢畑池測量・検討設計委託業務 政策推進課 キタイ設計㈱大阪支社 ¥4,840,000 入札

15 R3.6.9 矢畑池土質調査委託業務 政策推進課 ㈱関西土木技術センター大阪支店 ¥990,000 入札

16 R3.6.18
泉佐野市市場東地区住居表示整備
事業業務委託

市民課 写測エンジニアリング㈱ ¥10,120,000 入札

17 R3.6.30
泉佐野市情報系ネットワーク用クライ
アント追加導入(リース)

政策推進課 不　　調 　 入札
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18 R3.6.3
令和3年度　いずみさの女性センター
女性のための電話相談業務委託

人権推進課 ㈲ウィメンズセンター大阪 ¥278,120 随意契約

19 R3.6.3
下水道受益者負担金更改システム賃
貸借業務

経営総務課 NTT・TCリース㈱関西支店 ¥44,000 入札

20 R3.7.1
泉佐野市申請等関係事務処理法人
設立支援業務委託

政策推進課 有限責任監査法人トーマツ大阪事務所 ¥19,360,000 随意契約

21 R3.7.9
四角池地区・才賀池地区ため池ハ
ザードマップ作成業務委託

農林水産課 ㈱　パスコ　大阪支店 ¥4,785,000 入札

22 R3.7.9
泉佐野市中央・北ポンプ場消防用設
備点検業務委託

下水道整備課 永晃産業㈱
　　　　（税抜）
￥８５０，０００

入札

23 R3.7.14
新滝の池公衆トイレ付近排水管布設
替工事

農林水産課 Wish Planning㈱ ¥1,985,500 入札

24 R3.7.14
固定資産（土地）評価システム業務委
託

税務課 朝日航洋㈱　西日本空情支社 ¥14,300,000 入札

25 R3.7.21 防災士講座業務委託 人事課 ㈱防災士研修センター ¥2,924,999 入札

26 R3.7.29
泉佐野市情報系ネットワーク用クライ
アント追加導入(リース)

政策推進課 ＮＴＴ・ＴＣリース㈱関西支店
　　　　（税抜）

￥３，９５４，０００ 入札

27 R3.8.4
泉佐野市民の人権に関する意識調査
業務委託

人権推進課 ㈱名豊 ¥1,518,000 入札

28 R3.8.24 公園遊具点検業務委託 道路公園課 ㈱コトブキ関西支店 ¥3,256,000 入札

29 R3.8.27
令和３年度 市営住宅受水槽清掃業
務委託

建築住宅課 ウメモト ¥1,221,000 入札

30 R3.8.27
令和３年度 市営団地住宅消防用設
備点検業務委託

建築住宅課 永晃産業㈱ ¥3,608,000 入札

31 R3.10.6 泉佐野市防災士講座委託業務 危機管理課 ㈱防災士研修センター ¥1,848,000 入札

32 R3.10.22 令和3年度職員ストレスチェック業務 人事課及び学校教育課 シー・システム㈱ ¥270 入札

33 R3.10.22
りんくう中央公園フットサルコート改修
工事

道路公園課 松浪建設工業㈱ ¥5,420,000 入札

34 R3.10.29
新家田尻線道路改良事業に伴う包括
的業務委託

道路公園課 ㈱ＵＲリンケージ西日本支社 ¥7,409,600 随意契約
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35 R3.8.27

第４９回衆議院議員総選挙及び最高
裁判所裁判官国民審査（令和３年執
行）における期日前投票事務等労働
者派遣業務委託

選挙管理委員会事務局 ㈱ビッグウェーブ ¥1,573 入札

36 R3.11.4 令和３年度危険森林整備業務委託 農林水産課 大阪府森林組合　泉州支店 ¥6,600,000 入札

37 R3.11.14
泉佐野市出会いの機会創出事業（結
婚に向けた活動支援）業務委託

子育て支援課 Reivalue（ﾘｱｲﾊﾞﾘｭｰ）株式会社 ¥1,480,000 随意契約

38 R3.11.24
泉佐野市南中岡本地区住居表示整
備事業業務委託（Ｒ３）

市民課 写測エンジニアリング 株 ¥6,765,000 入札

39 R3.12.2
令和３年度市立こども園等消防設備
保守点検業務委託

子育て支援課 株式会社ツルカメ電気工業所 ¥724,900 入札

40 R4.1.24
泉佐野市下水道工事設計施工監理
業務委託

下水道整備課 ㈱ＵＲリンケージ西日本支社 ¥79,200,000 随意契約
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