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1 R4.4.1 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 R4.4.1
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 ¥1,485,000 随意契約

3 R4.4.1 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 R4.4.1 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 R4.4.11
泉佐野市議会議員一般選挙のポス
ター掲示場に関する委託業務

選挙管理委員会事務局 ㈱エースプロセス ¥8,059,700 入札

6 R4.4.19
令和４年度総量採水測定調査業務委
託

環境衛生課 一般財団法人関西環境管理技術センター ¥313,500 入札

7 R4.4.19
令和４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 ¥400,400 入札

8 R4.4.19
令和４年度工場排水等水質分析業務
委託

環境衛生課 ㈱ケイ・エス分析センター ¥720,500 入札

9 R4.4.21
泉佐野市空家等対策計画改定等業
務委託

都市計画課 玉野総合コンサルタント㈱大阪支店 ¥11,759,000 入札

10 R4.5.10
泉佐野市議会会議録調製・印刷製本
業務

議会事務局 ㈱議事録発行センター ¥56.1 入札

11 R4.5.16
泉佐野市庁舎敷地内植木管理業務
委託

総務課 ㈲藤原庭園 ¥1,265,000 入札

12 R4.5.23 共同処理文書等逓送業務委託 広域福祉課 ㈲寿屋 ¥1,785,960 入札

13 R4.5.27 電話交換機操作等業務委託 総務課 Wish Planning㈱ ¥657,800 入札

14 R4.5.31
令和４年度 泉佐野市ファミリー・サ
ポート・センター事業運営業務

子育て支援課 特定非営利活動法人　サードプレイス ¥1,875,000 随意契約

15 R4.5.31
令和４年度 泉佐野市こども食堂運営
業務

子育て支援課 特定非営利活動法人　サードプレイス ¥3,712,500 随意契約

16 R4.6.2
令和4年度「Peachで行く！空のとなり
地域（まち）再発見」事業業務委託

政策推進課 ㈱新日本旅行 ¥3,116,000 随意契約

17 R4.6.14
令和４年度　泉佐野市地籍調査業務
委託

道路公園課 ジオテクニカル㈱ ¥10,450,000 入札
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18 R4.6.20
令和４年度「泉佐野市被災地訪問事
業」派遣業務委託

危機管理課 ㈱２９３３　かいづか旅行センター ¥559,839 入札

19 R4.6.30
小中学校簡易専用水道施設清掃業
務委託

教育総務課 ㈱JPコーポレーション ¥770,000 入札

20 R4.6.30
小中学校消防設備保守点検業務委
託

教育総務課 松浪建設工業㈱ ¥2,761,000 入札

21 R4.7.7
郷之池地区・北谷池地区ため池ハ
ザードマップ作成業務委託

農林水産課 ㈱日本インシーク ¥2,130,700 入札

22 R4.7.7
新池地区・五平池地区ため池ハザー
ドマップ作成業務委託

農林水産課 ㈱日本インシーク ¥3,767,500 入札

23 R4.7.8
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㈱ ¥1,050,500 入札

24 R4.8.23 公園遊具点検業務委託 道路公園課 ㈱コトブキ関西支店 ¥3,831,300 入札

25 R4.7.28
泉佐野市人権教育推進計画策定業
務委託

人権推進課 ㈱地域社会研究所 ¥913,000 入札

26 R4.8.10
令和４年度３市２町航空写真撮影業
務委託

税務課 ㈱かんこう 大阪支店 ¥14,740,000 入札

27 R4.8.26
令和４年度 市営団地住宅消防用設
備点検業務委託

建築住宅課 ㈱ダイシン ¥3,465,000 入札

28 R4.8.26
令和４年度 市営住宅受水槽清掃業
務委託

建築住宅課 ㈱コトブキ造園土木 ¥1,210,000 入札

29 R4.4.20
泉佐野市議会議員一般選挙における
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 ¥1,558,304 入札

30 R4.5.24
第２６回参議院議員通常選挙（令和４
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 ¥2,931,852 入札

31 R4.6.3
令和４年執行の参議院大阪府選出議
員選挙のポスター掲示場に関する委
託業務

選挙管理委員会事務局 ㈱宝山 ¥4,730,000 入札

32 R4.7.6
令和４年度「泉佐野市市民講演会
（仮）」運営業務委託

政策推進課 一般財団法人泉佐野市文化振興財団 ¥1,660,000 随意契約

33 R4.7.20 防災士講座業務委託 人事課 ㈱防災士研修センター ¥2,925,000 入札

34 R4.7.28
泉佐野市滞在コンテンツ造成実証事
業企画運営等業務委託

まちの活性課 ㈱フロンテッジ ¥24,200,000 随意契約
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35 R4.9.6
令和４年度環境騒音等測定及び自動
車騒音常時監視面的評価業務委託

環境衛生課 ㈱ビィー研究所 ¥737,000 入札

36 R4.9.9
泉佐野市国民健康保険料納付勧奨
等コールセンター

国保年金課 ㈱セゾンパーソナルプラス ¥6,600,000 随意契約

37 R4.9.28
林道犬鳴東手川線支障木伐採業務
委託

農林水産課 大阪府森林組合　泉州支店 ¥2,970,000 入札

38 R4.10.11
泉佐野市防災士講座委託業務（単価
契約）

危機管理課 ㈱防災士研修センター
【単価契約：税抜】

　2,412,545円
入札

39 R4.10.28 令和４年度職員ストレスチェック業務 人事課 ㈱カイテック
【単価契約：税抜】

　　255円／人
入札

40 R4.10.11
シティプロモーション推進事業（特産品広
報動画作成等事業）業務

おもてなし課 ㈱電通プロモーションプラス関西支社 ¥55,000,000 随意契約

41 R4.10.19
泉佐野市放課後児童健全育成事業及び
おおさか元気広場推進事業業務委託

学校教育課 ㈱セリオ
\451,779,528-

\3,345,000-
随意契約

42 R4.11.14
今池地区・原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　大阪第一支店 ¥1,089,000 入札

43 R4.12.6
令和4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 ㈱ツルカメ電気工業所 ¥760,100 入札

44 R4.12.16 令和４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 ¥3,960,000 入札

45 R4.12.16 令和４年度森林整備業務委託 農林水産課 大阪府森林組合　泉州支店 ¥2,512,400 入札

46 R5.1.30
大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選
挙のポスター掲示場に関する委託業務

選挙管理委員会事務局 ㈲　暁土木 ¥5,074,300 入札

47 R5.2.28
泉佐野市行政事務サービスセンターファ
イアーウォール設置業務委託

政策推進課 ㈱大塚商会LA関西営業部 ¥1,540,000 入札

48 R4.9.30
泉佐野市公共サイン更新事業業務委
託

政策推進課 ㈱コトブキ ¥24,970,000 随意契約

49 R4.9.26
泉佐野市行政事務サービスセンター
ファイアーウォール設置業務委託

政策推進課 ㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 ¥2,937,000 随意契約
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