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総務課
地方公務員の定年延長及び個人情報保
護法改正に伴う各種支援業務委託

4,796 2,695 R3.11.22 ～ R5.3.31
株式会社ぎょうせい 関
東支社

制度理解研修及び例規整備支援
新制度を熟知し、専門的見地から
当市の方針に沿った例規改正を効
率的かつ迅速に進められている。

継続事業

総合政策課
ふるさと納税（さとふる）にかかる業
務委託

寄附金額
の12％

4,917 R3.10.1 ～ R4.3.31 株式会社さとふる
・ポータルサイトの管理・運営
・お礼の品の配送管理

前年度と比較して寄附金額の増収
が図られた。

継続事業

市民協働課
更級コミュニティセンターアスベスト
調査分析業務委託

652 652 R3.6.17 ～ R3.9.16
一般社団法人長野県労働
基準協会連合会

アスベスト調査分析 アスベスト含有物の把握 単年度事業

管財契約課
千曲市旧第一学校給食センター土壌汚
染状況調査等業務委託

3,234 3,234 R3.9.21 ～ R4.1.28
株式会社環境技術セン
ター

千曲市旧第一学校給食センター跡
地の土壌汚染状況等を把握するた
めの調査の実施。

土地活用の方向性決定に寄与し
た。また、県との協議、土壌汚染
対策法に基づく申請等に活用する
予定。

単年度事業

情報政策課
千曲市公共施設公衆無線LANサービス構
築業務委託

6,160 6,160 R3.6.11 ～ R3.8.31
NECネッツエスアイ株式
会社 長野営業所

市内公共施設(11施設)に公衆無線
LANサービスを構築する。

公共施設利用者の利便性向上を図
ることができた。

単年度事業

千曲市インターネット接続回線切替業
務委託

550 550 R3.7.7 ～ R3.8.31
NECネッツエスアイ株式
会社 長野営業所

公開webサーバ等のインターネット
回線を切り替える。

公開webサーバを停止することな
く、円滑な切替ができた。

単年度事業

マイナンバー利用事務系端末更新作業
委託

3,438 3,438 R4.2.15 ～ R4.2.25 株式会社電算
PC162台のセットアップ、入れ替え
を実施する。

通常業務に影響なく、多数のPCを
入れ替えた。

単年度事業

廃棄物対策課 市道加納坊3号線用地測量業務委託 1,353 1,353 R3.5.19 ～ R3.8.31 株式会社千曲測量社 用地測量　A=0.15万㎡ R3年度用地買収完了 単年度事業

市民課
個人番号カード臨時交付窓口用　住基
ネット端末構築

578 578 R3.5.1 ～ R3.5.31 株式会社電算
個人番号カード交付のために使用
する住基ネット統合端末の増設
（機器構築・動作検証）

休日に臨時交付窓口を開設し、個
人番号カードの滞留が解消した
交付率が17％増加（増加率は県内
19市中3位）

単年度事業

生活安全課
佐野川温泉竹林の湯　インバーター盤
新規取付・送湯配管洗浄業務委託

4,510 4,510 R3.6.10 ～ R3.10.31 株式会社エオネックス
インバーター盤新規取付により、
自動的に流量調整を行う。

・水位の回復
・井戸の延命を図る。

単年度事業

福祉課 千曲市ふれあい福祉センター清掃業務 638 638 R3.4.1 ～ R4.3.31 株式会社アスター 清掃業務 継続事業

千曲市ふれあい福祉センター管理業務 784 784 R3.4.１ ～ R4.3.31
社会福祉法人千曲市社会
福祉協議会

施設管理業務 継続事業

こども未来課
屋代小学校児童クラブ（余裕教室増設
分）運営業務委託

2,354 2,354 R3.4.1 ～ R4.3.31
社会福祉法人千曲市社会
福祉協議会

屋代小学校児童クラブ（余裕教室
増設分）の運営

登録児童数の増加に対応 継続事業

工期

第5次千曲市行政改革大綱・実施計画　令和3年度進捗状況報告書（別紙）

【報告対象業務】
令和３年度に新規に業務委託を行った事業のうち、契約額が５０万円以上のもの。
ただし、工事に係る「設計業務委託」「監理業務委託」は除きます。（毎年度継続して委託している業務や、数年に１度定期的に委託する業務は対象外としています）

令和３年度 新規業務委託状況
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工期

保育課 屋代保育園基本計画策定支援業務 1,796 1,796 R3,6,16 ～ R4.3.31
特定非営利活動法人ＳＣ
ＯＰ

屋代保育園基本計画の策定支援
屋代保育園改築の基となる基本計
画がまとまった

単年度事業

屋代保育園用地路線測量業務 5,142 5,142 R3.10.12 ～ R4.3.23
ライジングコンサルタン
ト株式会社

屋代保育園用地の測量 屋代保育園建設の推進 単年度事業

屋代保育園補償調査業務 4,116 4,116 R4.2.2 ～ R4.3.25
株式会社フジ技研 千曲
営業所

屋代保育園建設に係る建物等の補
償調査

屋代保育園建設の推進 単年度事業

雨宮保育園埋設物処分業務 1,540 1,540 R3.12.28 ～ R4.3.31 株式会社トライル 雨宮保育園用地の埋設物の処分 雨宮保育園解体工事の推進 単年度事業

産業振興課
千曲市推し店プラチナチケット消費喚
起事業

9,900 9,900 R3.5.13 ～ R4.3.31
株式会社アサヒエージェ
ンシー

商品券等発行・発送業務、加盟店
問合せ窓口設置・登録業務等

単年度事業

第２弾千曲市推し店プラチナチケット
事業（希望調査）

1,271 1,271 R4.2.1 ～ R4.3.31
株式会社アサヒエージェ
ンシー

令和４年度事業における参加店舗
の希望、問合せ対応等。

単年度事業

農林課 磯部地区他　水路浚渫業務委託 3,300 3,300 R3.11.16 ～ R4.2.28 株式会社植木組 線路下水路の浚渫業務
堆積土の撤去により、大雨時の越
水の防止

単年度事業

観光課
千曲市シェアサイクル社会実験システ
ム整備業務委託

4,838 4,838 R3.6.7 ～ R4.2.15
株式会社日本海コンサル
タント 長野支店

シェアサイクル社会実験の準備及
び運営支援

シェアサイクル社会実験のスムー
ズな導入整備や効果検証を行うこ
とができた

継続事業

千曲市シェアサイクル社会実験管理運
営業務委託

1,163 1,163 R3.6.7 ～ R3.12.28
一般社団法人信州千曲観
光局

シェアサイクル社会実験の管理運
営

シェアサイクル社会実験の効率的
な管理運営が図られた

継続事業

建設課
姨捨スマートＩＣ関連　地質調査業務
委託

1,782 1,782 R3.9.16 ～ R4.1.7
株式会社日さく 長野営
業所

機械ボーリングＬ＝13ｍ　標準貫
入試験Ｎ＝13回　解析等調査1式

ボーリング調査により地すべり地
域における地質状況の把握ができ
た

単年度事業

姨捨スマートＩＣ関連　現状把握調査
業務委託

1,144 1,144 R3.11.15 ～ R4.2.28
パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社 長野事務
所

地表踏査Ａ＝0.2k㎡　解析業務
（地質的課題の整理、調査計画の
策定）1式

地すべり地域の地質的課題の整理
と、アクセス道路整備における対
応方針・調査計画を策定した

単年度事業

千曲市空き家実態調査業務委託 5,907 5,907 R3.5.21 ～ R4.2.28
株式会社大輝 千曲営業
所

空家等・所有者等の意向調査
所有者の意向がわかり、施策の参
考となった

単年度事業

上下水道課
千曲市水道事業アセットマネジメント
実施等業務委託

6,237 6,237 R3.4.9 ～ R4.3.25
株式会社大輝 千曲営業
所

・アセットマネジメントの実施
・経営戦略の改定

・経営及び資産状況の可視化
・料金水準の妥当性検証

単年度事業

議会事務局 議場・委員会室保守点検委託 605 605 R3.4.1 ～ R4.3.31 株式会社アセント
議場・委員会室の定期的な保守点
検。

定期的に保守点検をすることで、
トラブルを未然に防ぎ円滑な議会
運営を行なった。

継続事業

教育総務課
千曲市小中学校GIGAスクール校内ネッ
トワーク保守業務委託

1,743 1,743 R3.4.1 ～ R4.3.31 富士コムテック株式会社
GIGAスクール事業にて構築された
校内ネットワーク機器の保守（R3
新規事業）

市内小中学校校内NWの安定した運
用

継続事業

中学校外国語指導助手派遣業務 1,815 1,815 R3.12.1 ～ R4.3.31
株式会社エー・トゥー・
ゼット

千曲市立戸倉上山田中学校へのALT
の派遣

生徒の外国語能力の向上 継続事業


