
（単位：円）

契約の名称 契約の相手方 契約金額（消費税含む） 契約期間（年号は契約締結当時の表記による）

鳴門市クリーンセンター清掃業務 菊池産業(株) 3,136,320 平成３０年７月１日～平成３１年６月３０日

鳴門市し尿処理場清掃業務 菊池産業(株) 596,160 平成３０年７月１日～平成３１年６月３０日

一般廃棄物処理施設に係る簡易排水設備設
置用地賃借料

中島　啓 33,600 平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日

ＡＥＤ賃貸借契約
綜合警備保障(株)　徳
島支社 150,336 平成２８年４月１日～平成３２年３月３１日

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借契約
綜合警備保障(株)　徳
島支社 150,336 平成２８年４月１日～平成３２年３月３１日

第一中学校保健室および校長室空調設備借
上

(株)　アートレント 1,188,000 平成２９年６月１日～平成３１年３月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借長期継続
契約

綜合警備保障(株)　徳
島支社 2,549,760 平成３０年６月１日～平成３５年５月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借長期継続
契約

国際警備保障（株）徳島
支店 1,043,100 平成２７年７月１日～平成３２年６月３０日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借長期継続
契約

綜合警備保障(株)　徳
島支社 2,237,746 平成２６年７月２１日～平成３１年７月２０日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借長期継続
契約

綜合警備保障(株)　徳
島支社 639,360 平成２８年５月１日～平成３３年４月３０日

鳴門市内小・中学校プール管理用薬剤納入
業務

(株)　エィ・テックス
（単価契約）　ネオクロール・ニューＳ　1,188
                      ネオクロール　９０Ｗ　1,242
                      ネオクロール　Ｔ-２０ＳＤ　1,296

平成２９年６月１０日～平成３２年５月３１日

鳴門市スクールバス運行業務 （有）えびす鳴門観光タクシー 60,656,047 平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日

鳴門市学校給食センター警備委託
セコム(株)徳島統轄支
社 1,156,993 平成２９年７月１日～平成３２年６月３０日

鳴門市学校給食センター廃水処理設備維持
管理業務

港産業株式会社 19,602,000 平成２９年９月１日～平成３４年８月３１日

鳴門ウチノ海総合公園建築及び土木施設清
掃管理業務

菊池産業株式会社 16,588,800 平成３０年６月１日～平成３３年５月３１日

長期継続契約の締結（平成３０年１０月1日現在）について



鳴門ウチノ海総合公園警備業務 東洋警備保障株式会社 7,560,000 平成３０年７月１日～平成３３年５月３１日

鳴門市道の駅「第九の里」物産館警備業務 日本ガード株式会社 388,800 平成３０年７月１日～平成３３年６月３０日

鳴門市財務管理システム賃貸借契約
NECキャピタルソリュー
ション（株）四国支店 27,757,800 平成２６年３月２５日～平成３１年３月２４日

戸籍総合システム機器賃貸借長期継続契約
NECキャピタルソリュー
ション（株）四国支店 15,091,920 平成２７年１月１日～平成３１年１２月３１日

住民基本台帳ネットワークシステム機器長期
継続賃貸借契約

(株)JECC 8,561,040 平成２６年３月１日～平成３１年２月２８日

証明書自動交付システムＡＰサーバ機器賃貸
借長期継続契約

NECキャピタルソリュー
ション（株）四国支店 29,143,800 平成２８年３月１日～平成３３年２月２８日

自動体外式除細動器賃貸借長期継続契約 セコム(株) 252,720 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日

消防庁舎清掃業務 菊池産業(株) 5,618,160 平成２８年７月１日～平成３１年６月３０日

ＬＧＷＡＮ接続ルータレンタルサービス契約 ソフトバンクテレコム(株) 155,520 平成２６年４月１日～平成３１年３月３１日

第三次LGWAN対応機器賃貸借契約 (株)ＪＥＣＣ 4,202,280 平成２６年５月１日～平成３１年４月３０日

ファイアウォール及びＤＮＳ・ＰＲＯＸＹ装置賃貸
借

NECキャピタルソリュー
ション(株)　四国支店 10,426,320 平成２７年１月１日～平成３１年１２月３１日

スパムメール対策装置賃貸借契約
NECキャピタルソリュー
ション(株)　四国支店 4,577,472 平成２７年５月１日～平成３２年４月３０日

セキュリティリスク対策システム賃貸借
NECキャピタルソリュー
ション(株)　四国支店 15,221,520 平成２７年１２月１日～平成３２年１１月３０日

製本機、連続帳票圧着機及び連続帳票裁断
機賃貸借

NTTファイナンス(株)
四国支店 6,039,360 平成２８年１０月１日～平成３３年９月３０日

建物賃貸借契約（長期継続契約） 石橋　勇次 3,199,408 平成３０年３月２９日～平成３２年３月２８日

複写機の使用貸借並びに消耗品等の供給に
関する長期継続契約

(株)トクジム
モノクロ1枚につき0.64円
フルカラー1枚につき5.16円
（消費税は含まない。）

平成２８年７月１日～平成３３年６月３０日

本庁舎等清掃管理業務 菊池産業(株) 24,572,160 平成２９年７月１日～平成３１年６月３０日

本庁舎等守衛業務 セコム(株) 20,733,408 平成２９年７月１日～平成３１年６月３０日



電話交換機設備賃貸借
西日本電信電話株式会
社 10,408,140 平成２７年９月１日～平成３２年８月３１日

水道庁舎及び浄水場清掃管理業務
合建警備保障(株)
鳴門事務所 1,931,040 平成３０年７月１日～平成３１年６月３０日

複写機の使用貸借並びに消耗品等の供給に
関する長期継続契約

(株)　トクジム
モノクロコピー1枚につき
0.64円（税抜） 平成２８年７月１日～平成３３年６月３０日

公共事業積算システム保守点検業務 ミラ(株) 3,817,800 平成２８年６月１日～平成３３年５月３１日

公共事業積算システム「明積7」賃貸借長期継
続契約

NTTファイナンス(株)
四国支店 5,265,000 平成２８年６月１日～平成３３年５月３１日

鳴門市浄水場等運転管理業務 日建工業株式会社 90,882,000 平成２９年７月１日～平成３２年３月３１日

市民税課税支援システム賃貸借長期継続契
約

NTTファイナンス株式会
社四国支店 4,024,080 平成２９年１月１日～平成３３年１２月３１日

滞納管理システム機器賃貸借長期継続契約 (株)JECC 19,005,840 平成２６年７月１日～平成３１年６月３０日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借長期継続
契約

(株)エム・イー・サイエン
ス徳島営業所 316,200 平成２９年５月１日～平成３４年４月３０日

自動体外式除細動器賃貸借長期継続契約 セコム(株) 583,200 平成２７年１１月１日～平成３２年１０月３１日

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借長期継続
契約

綜合警備保障(株)　徳
島支社 1,516,320 平成２７年７月１日～平成３２年６月３０日

自動体外式除細動器賃貸借長期継続契約
セコム(株)徳島統轄支
社 194,400 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日

税等基幹業務システム賃貸借契約
ＮＥＣキャピタルソリューショ
ン(株)　四国支店 27,562,500 平成２６年１月１日～平成３０年１２月３１日

介護保険認定審査支援ファイリングシステム
賃貸借契約

(株)リオス 5,624,640 平成２６年６月１日～平成３１年５月３１日

地域包括支援センター支援システム賃貸借契
約

シャープファイナンス
(株)　香川支店 17,742,240 平成２８年６月１日～平成３３年５月３１日

介護予防台帳管理システム賃貸借契約
ＮＥＣキャピタルソリューショ
ン株式会社　四国支店 12,247,200 平成２９年１０月１日～平成３４年９月３０日

災害時要援護者台帳管理システム賃貸借契
約

ＮＥＣキャピタルソリューショ
ン株式会社　四国支店 5,290,920 平成２９年１２月１日～平成３４年１１月３０日



鳴門市健康福祉交流センター環境衛生管理
業務

菊池産業株式会社 6,904,440 平成３０年６月１日～平成３３年５月３１日

公共事業積算システム「明積7」賃貸借長期継
続契約

ＮＴＴファイナンス㈱四国
支店 3,965,760 平成２８年６月１日～平成３３年５月３１日

公共事業積算システム「明積7」賃貸借長期継
続契約

ＮＴＴファイナンス㈱四国
支店 1,159,920 平成２８年６月１日～平成３３年５月３１日

公共事業積算システム「明積7」賃貸借長期継
続契約

ＮＴＴファイナンス㈱四国
支店 1,095,120 平成２８年６月１日～平成３３年５月３１日

自動体外式除細動器賃貸借長期継続契約
セコム(株)徳島統轄支
社 194,400 平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日

鳴門市クラウド型図書館システム賃貸借契約
ＮＥＣキャピタルソリューショ
ン(株)　四国支店 9,037,980 平成２６年２月１日～平成３１年１月３１日

複写機賃貸借契約 日立キャピタル(株) 337,716 平成２８年５月１日～平成３３年３月３１日

鳴門市契約管理システム賃貸借
ＮＥＣキャピタルソリューショ
ン(株)　四国支店 5,896,800 2018(平成30)年10月1日～2023年9月30日

鳴門市契約管理システム保守業務 ミラ(株) 1,944,000 2018(平成30)年10月1日～2023年9月30日


