
執行予定 件　名 契約種別 執行方法 備　考 担当課

４月 各種分析測定委託 委託 一般競争入札 クリーンセンター

４月 ペットボトル運搬委託 委託 一般競争入札 単価契約 クリーンセンター

４月 生ごみ処理容器等製造単価契約 物件 一般競争入札 単価契約 環境課

４月 電子決裁用スキャナ借上 賃貸借 一般競争入札 総務課

４月 葉山浄化センター消臭剤購入（単価契約） 物件 一般競争入札 単価契約 下水道課

４月 葉山浄化センター高分子凝集剤購入（単価契約） 物件 一般競争入札 単価契約 下水道課

４月 葉山浄化センターポリ硫酸第二鉄購入（単価契約） 物件 一般競争入札 単価契約 下水道課

４月 南郷上ノ山公園内トイレ清掃業務委託 委託 一般競争入札 生涯学習課

４月 議会だより配布業務委託 委託 一般競争入札 単価契約 議会事務局

４月 葉山町議会会議録検索システム作成業務委託 委託 一般競争入札 単価契約 議会事務局

４月 葉山町道1050号線測量調査委託 委託 一般競争入札 道路河川課

４月 葉山町道イトーピア1号線測量調査委託 委託 一般競争入札 道路河川課

４月 下山川支流桂川測量調査委託 委託 一般競争入札 道路河川課

４月 共用電気自動車（軽乗用車）賃貸借（長期継続契約） 賃貸借 一般競争入札 長期継続契約総務課

４月 共用電気自動車（軽乗用車）賃貸借（長期継続契約） 賃貸借 一般競争入札 長期継続契約総務課

４月
町施設から排出される一般廃棄物収集運搬業務委託（令和5年5月～令和6年3月
分）

委託 一般競争入札 単価契約 総務課

４月
町施設から排出される産業廃棄物収集運搬処分業務委託（令和5年5月～令和6
年3月分）

委託 一般競争入札 単価契約 総務課



４月 花の木公園植栽剪定等総合管理業務委託 委託 一般競争入札 都市計画課

４月 外来鳥獣捕獲業務委託 委託 一般競争入札 単価契約 環境課

４月 アライグマ・タイワンリス計画防除委託 委託 一般競争入札 環境課

４月 葉山町議会本会議等会議録作成委託 委託 一般競争入札 単価契約 議会事務局

４月 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定支援業務委託 委託 一般競争入札 福祉課

４月 葉山町障害者福祉計画策定業務委託 委託 一般競争入札 福祉課

４月 第五次総合計画策定業務委託 委託 一般競争入札 政策課

４月 バス借上運行 賃貸借 一般競争入札 学校教育課

４月 生ごみ自家処理容器用黒土配送等業務委託 委託 一般競争入札 単価契約（４月分については、１者随契）環境課

４月 広報葉山配布業務委託 委託 一般競争入札 政策課

４月 汚水処理施設維持管理業務委託 委託 一般競争入札 （４月分については、１者随契）環境課

４月 葉山町外国語指導助手派遣業務 委託 一般競争入札 学校教育課

４月 児童用及び小学校教員用タブレット端末サポート保守業務委託 委託 一般競争入札 長期継続契約学校教育課

４月 生徒用及び中学校教員用タブレット端末サポート保守業務委託 委託 一般競争入札 長期継続契約学校教育課

４月 各小中学校図書室用図書の購入 物件 一般競争入札 単価契約（割引率）教育総務課

４月 教育総合センター・各小中学校複写機設置 賃貸借 一般競争入札 単価契約・長期継続契約教育総務課

４月 基幹系ＰＣ・プリンター等機器借上 賃貸借 一般競争入札 総務課

４月 ホール音響・照明・舞台等操作業務委託 委託 一般競争入札 単価契約 福祉課



４月 有人警備業務委託 委託 一般競争入札 単価契約 福祉課

４月 広報葉山印刷 物件 一般競争入札 政策課

４月 LINE公式アカウント機能拡大業務委託料 委託 一般競争入札 政策課

４月 海岸監視所賃貸借 賃貸借 一般競争入札 産業振興課

４月 図書館図書資料購入 物件 一般競争入札 単価契約 生涯学習課

４月 南郷上ノ山公園スポーツトラクター購入 物件 一般競争入札 生涯学習課

４月 南郷上ノ山公園電気自動車（公用車）リース 賃貸借 一般競争入札 長期継続契約生涯学習課

４月 葉山町議会だより印刷 物件 一般競争入札 単価契約 議会事務局

４月 葉山町公共施設等総合管理計画策定支援業務委託 委託 一般競争入札 公共施設課

４月 役場庁舎屋上防水改修及び太陽光設備設置工事設計業務委託 委託 一般競争入札 公共施設課

４月 長柄小学校トイレ等改修工事設計業務委託 委託 一般競争入札 公共施設課

４月 みそぎ橋橋梁点検業務委託 委託 一般競争入札 公共施設課

４月 圧着機借上 賃貸借 一般競争入札 総務課

４月 公園植栽等維持管理業務委託Ⅱ 委託 一般競争入札 都市計画課

４月 海水浴場等マナーアップ推進員巡回業務委託 委託 一般競争入札 産業振興課

４月 公衆トイレ清掃及びパトロール業務委託（夏期） 委託 一般競争入札 産業振興課

４月 アンケート調査業務委託 委託 一般競争入札 子ども育成課

４月 都市計画道路五ツ合森戸線測量及び実施設計業務委託 委託 一般競争入札 道路河川課



４月 都市計画道路風早元町線測量及び実施設計業務委託 委託 一般競争入札 道路河川課

５月 ガラス類・陶磁器類運搬処分委託 委託 一般競争入札 単価契約 クリーンセンター

５月 木くず運搬処分委託 委託 一般競争入札 単価契約 クリーンセンター

５月 廃乾電池・廃蛍光管等運搬処分委託 委託 一般競争入札 単価契約 クリーンセンター

５月 布団運搬処分委託 委託 一般競争入札 単価契約 クリーンセンター

５月 小型家電資源化業務委託 委託 一般競争入札 単価契約 クリーンセンター

５月 河川水質検査委託 委託 一般競争入札 環境課

５月 AED賃貸借 賃貸借 一般競争入札 長期継続契約教育総務課

５月 浄化センター改築更新実施設計委託 委託 一般競争入札 下水道課

５月 第２分団消防ポンプ自動車の購入 物件 一般競争入札 議決案件 消防総務課

５月 第２分団消防ポンプ自動車用救助資機材一式の購入 物件 一般競争入札 消防総務課

５月 共用電気自動車（軽乗用車）賃貸借（長期継続契約） 賃貸借 一般競争入札 長期継続契約総務課

５月 都市計画課専用車自動車（軽乗用車）賃貸借（長期継続契約） 賃貸借 一般競争入札 長期継続契約総務課

５月 令和５年度都市計画図見直し業務委託 委託 一般競争入札 都市計画課

５月 海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託 委託 一般競争入札 産業振興課

６月 授業支援用端末破損保険加入 その他 一般競争入札 学校教育課

６月 授業支援用端末破損保険加入 その他 一般競争入札 学校教育課

６月 給食管理システム（CD-R）購入 物件 一般競争入札 学校教育課



６月 地球温暖化対策実行計画改定業務委託 委託 一般競争入札 環境課

６月 ジュニアキャンプに係るバス借上げ 賃貸借 一般競争入札 生涯学習課

６月 公用車（下水道課専用車）購入 物件 一般競争入札 下水道課

６月 しおさい公園下池清掃業務委託 委託 一般競争入札 生涯学習課

９月 教育情報通信ネットワーク基盤システム保守業務委託 委託 一般競争入札 学校教育課

９月 葉山町教育研究所コンピュータシステム保守業務委託 委託 一般競争入札 学校教育課

９月 小学校教育用コンピュータシステム保守業務委託（職員室、周辺機器） 委託 一般競争入札 学校教育課

９月 中学校教育用PC等保守業務委託（職員室等） 委託 一般競争入札 学校教育課

９月 戸籍システムハードウェア賃貸借（12～3月分） 賃貸借 一般競争入札 長期継続契約町民健康課

１０月 パソコン等監視システム用サーバ更新委託 委託 一般競争入札 総務課

１１月 パソコン等監視システム機器借上 賃貸借 一般競争入札 総務課

１２月 新採用職員用被服一式の購入 物件 一般競争入札 消防総務課


