
（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

鳴門市クリーンセンター清掃業務 菊池産業(株) 3,841,200 令和４年７月１日～令和５年６月３０日

鳴門市し尿処理場清掃業務 菊池産業(株) 739,200 令和４年７月１日～令和５年６月３０日

鳴門市火葬場自動体外式除細動器(AED)賃
貸借

綜合警備保障(株)　徳
島支社 204,600 令和２年４月１日～令和７年３月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(鳴門市ク
リーンセンター)

綜合警備保障(株)　徳
島支社 204,600 令和２年４月１日～令和７年３月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(撫養幼稚園他
９園、大麻中学校、林崎保育所、中央保育所)

綜合警備保障(株)　徳
島支社 2,441,542 平成３０年６月１日～令和５年５月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(撫養小学校他
１２校)

(株)エム・イー・サイエン
ス　徳島営業所 2,006,264 令和元年７月２１日～令和６年７月２０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　1,320
ネオクロール　９０Ｗ　1,375

ネオクロール　Ｔ-２０Ｓ　1,430

令和２年６月１日～令和５年５月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(島田小学校他
３校、旧北灘中学校)

国際セーフティー(株)徳
島支店 1,023,000 令和２年７月１日～令和７年６月３０日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(第一中学校他
３校)

(株)エム・イー・サイエン
ス　徳島営業所 578,160 令和３年５月１日～令和８年４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) 19,965,000 令和４年９月１日～令和９年８月３１日

鳴門市学校給食センタートイレ清掃業務 鳴門美装(株) 541,200 令和４年４月１日～令和５年３月３１日

鳴門市学校給食センター環境衛生管理業務 中央環境クリーン(株) 883,740 令和４年４月１日～令和５年３月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(鳴門市学
校給食センター)

セコム（株）
徳島統括支社 165,660 令和４年６月１日～令和９年５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) 18,348,000 令和４年６月１日～令和５年５月３１日

鳴門ウチノ海総合公園警備業務 東洋警備保障(株) 8,236,800 令和３年６月１日～令和６年５月３１日

長期継続契約の締結について（令和４年１０月1日現在）



鳴門市道の駅「第九の里」物産館警備業務 日本ガード(株) 396,000 令和３年７月１日～令和６年６月３０日

コンビニ交付(戸籍発行)クラウドサービス委託
業務

富士フィルムシステムサービス
(株)  公共事業本部  関西支店 17,579,280 平成３１年２月１日～令和６年１月３１日

基幹業務クラウドサービス利用(市民課)
(株)四国電子計算セン
ター 26,334,000 令和２年１月１日～令和６年１２月３１日

住基ネット端末リース
(株)四国電子計算セン
ター 473,220 令和４年６月１日～令和９年５月３１日

消防庁舎清掃業務 菊池産業(株) 7,009,200 令和４年７月１日～令和７年６月３０日

第四次ＬＧＷＡＮ対応機器賃貸借
NECキャピタルソリュー
ション(株)　四国支店 2,430,000 令和元年５月１日～令和６年４月３０日

ファイアウォール機器賃貸借
NECキャピタルソリュー
ション(株)　四国支店 2,501,400 令和２年１月１日～令和６年１２月３１日

基幹業務システムクラウドサービス利用(行革
デジタル推進本部）

(株)四国電子計算セン
ター 17,160,000 令和２年１月１日～令和６年１２月３１日

スパムメール対策装置賃貸借
NECキャピタルソリュー
ション(株)　四国支店 4,349,400 令和２年５月１日～令和７年４月３０日

セキュリティリスク対策システムライセンス賃
貸借

NECキャピタルソリュー
ション(株)　四国支店 9,814,200 令和２年１２月１日～令和７年１１月３０日

高速プリンタ賃貸借
NECキャピタルソリュー
ション(株)　四国支店 8,824,200 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

団体内統合宛名システム賃貸借
NECキャピタルソリュー
ション(株)　四国支店 8,276,400 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

封入封かん機賃貸借
三菱HCキャピタル株式
会社 15,595,800 令和４年９月１日～令和９年８月３１日

複写機の使用貸借並びに消耗品等の供給(総
務課)

(株)トクジム
モノクロ1枚につき1.15円
フルカラー1枚につき12.8円
（税抜）

令和３年１０月１日～令和６年６月３０日

本庁舎等清掃管理業務 菊池産業(株) 15,015,000 令和４年７月１日～令和５年６月３０日

本庁舎等守衛業務
セコム（株）
徳島統括支社 12,795,552 令和４年７月１日～令和５年６月３０日

電話交換機設備賃貸借(本庁舎) 西日本電信電話（株） 170,544 令和４年９月１日～令和５年８月３１日



電話交換機設備賃貸借(分庁舎) 西日本電信電話（株） 2,106,000 平成３１年３月１日～令和６年２月２９日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(旧北灘西
小学校)

国際セーフティー（株）
徳島支店 297,000 令和２年７月１日～令和７年６月３０日

複写機の使用貸借並びに消耗品等の供給(水
道企画課)

(株)　トクジム
モノクロコピー1枚につき
1.15円（税抜） 令和３年１０月１日～令和６年６月３０日

水道会館外清掃管理業務
㈲ニューパワー 鳴門事
務所 2,343,000 令和４年７月１日～令和５年６月３０日

公共事業積算システム賃貸借(水道事業課)
NTT・TCリース(株)
四国支店 5,291,880 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

公共事業積算システム保守点検業務(水道事
業課)

ミラ(株) 4,620,000 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

基幹業務システムクラウドサービス利用(税務
課)

(株)四国電子計算セン
ター 27,852,000 令和２年１月１日～令和６年１２月３１日

税務ＬＡＮシステム（市民税課税支援システ
ム）賃貸借

三菱ＨＣキャピタル(株) 4,016,760 令和４年１月１日～令和８年１２月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(鳴門市総合運動
場、鳴門市桑島テニス場、鳴門市剣道場)

(株)エム・イー・サイエン
ス徳島営業所 443,520 令和２年１１月１日～令和７年１０月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(鳴門市体
操場、鳴門勤労者体育センター)

(株)エム・イー・サイエン
ス徳島営業所 223,608 令和４年５月１日～令和７年１０月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(市場・川崎
児童館)

セコム（株）
徳島統括支社 198,000 令和２年４月１日～令和７年３月３１日

自動体外式除細動器（AED）賃貸借(斎田公民
館他８館)

綜合警備保障（株）
徳島支社 1,882,980 令和２年７月１日～令和７年６月３０日

災害時要援護者台帳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 5,290,920 平成２９年１２月１日～令和４年１１月３０日

カラオケ情報サービス契約
（株）第一興商　徳島支
店 541,620 平成３０年１１月１日～令和５年１０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

(株)両備システムズ 5,720,120 令和元年５月１日～令和６年４月３０日

基幹業務システム賃貸借(長寿介護課)
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）　四国支店 257,400 令和２年１月１日～令和６年１２月３１日

基幹業務システムクラウドサービス利用(長寿
介護課)

(株)四国電子計算セン
ター 13,134,000 令和２年１月１日～令和６年１２月３１日



地域包括支援センター支援システム賃貸借
シャープファイナンス
(株)　四国支店 17,899,200 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

介護予防台帳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 4,158,000 令和４年１０月１日～令和９年９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） 7,414,000 令和３年６月１日～令和６年５月３１日

公共事業積算システム賃貸借(土木課)
NTT・TCリース(株)
四国支店 1,671,120 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

公共事業積算システム保守点検業務(土木課) ミラ(株) 2,640,000 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

公共事業積算システム賃貸借(農林水産課)
NTT・TCリース(株)
四国支店 330,000 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

公共事業積算システム保守点検業務(農林水
産課)

ミラ(株) 1,320,000 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

公共事業積算システム賃貸借(下水道課)
NTT・TCリース(株)
四国支店 1,158,300 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

公共事業積算システム保守点検業務(下水道
課)

ミラ(株) 4,950,000 令和３年６月１日～令和８年５月３１日

図書館システム賃貸借
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション(株)　四国支店 12,700,800 令和元年５月１日～令和６年４月３０日

図書館自動体外式除細動器(AED)賃貸借
セコム(株)
徳島統括支社 198,000 令和２年４月１日～令和７年３月３１日

複写機賃貸借(図書館) 三菱HCキャピタル(株) 561,385 令和２年５月１日～令和７年３月３１日

鳴門市立図書館清掃業務
（有）ニューパワー　鳴
門事務所 10,131,000 令和４年５月１日～令和７年４月３０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 平成３０年１０月１日～令和５年９月３０日

鳴門市契約管理システム保守業務 ミラ(株) 1,972,800 平成３０年１０月１日～令和５年９月３０日

自動体外式除細動器（AED)賃貸借(うずしお
会館)

綜合警備保障(株)徳島
支社 223,992 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

自動体外式除細動器（AED)賃貸借(文化会館)
綜合警備保障(株)徳島
支社 204,600 令和２年４月１日～令和７年３月３１日

自動体外式除細動器（AED)賃貸借(ドイツ館)
綜合警備保障(株)徳島
支社 204,600 令和２年４月１日～令和７年３月３１日



基幹業務システムクラウドサービス利用(保険
課)

(株)四国電子計算セン
ター 14,652,000 令和２年１月１日～令和６年１２月３１日

あっせん通知システムの賃貸借及び保守業
務

日本トーター（株） 1,212,720 令和２年４月１日～令和７年３月３１日

自動体外式除細動器(AED)賃貸借(オラレ美
馬)

ALSOK徳島（株） 330,000 令和２年１０月１２日～令和７年１０月１１日

複写機の使用貸借並びに消耗品等の供給
(ボートレース企画課)

(株)金剛
IM8000F　1枚あたり2.775円
IM4000F　1枚あたり10.1円 令和４年６月１日～令和９年５月３１日

基幹業務システムクラウドサービス（SCCクラ
ウドサービス）利用(選挙管理委員会事務局)

(株)四国電子計算セン
ター 1,980,000 令和２年１月１日～令和６年１２月３１日

基幹業務システムクラウドサービス利用(子ど
もいきいき課)

(株)四国電子計算セン
ター 18,348,000 令和２年１月１日～令和６年１２月３１日

建物賃貸借
三井不動産レジデン
シャルリース(株) 2,956,798 令和３年３月２７日～令和５年３月３１日

建物賃貸借
三井不動産レジデン
シャルリース(株) 2,826,174 令和４年３月２７日～令和６年３月３１日

教育機器(校務用コンピュータ)賃貸借
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）　四国支店 25,410,000 令和２年１１月１日～令和７年１０月３１日

教育機器(事務用コンピュータ)賃貸借
ＮＥＣキャピタルソリュー
ション（株）　四国支店 12,526,800 令和２年１２月１日～令和７年１１月３０日

鳴門駅前観光施設管理運営業務 (株)ネオビエント 19,495,573 令和３年４月１日～令和６年３月３１日


