
発注年度 掲載日 5月23日(火)

2023 締切日時 5月29日(月) 午後5時

No 案件番号 件   名 営業種目 入札方式

1 2023-00885
砧南小学校給食用スチームコンベクションオーブン等の購入（改
修校分）

家電・カメラ・厨房機器等 希望

2 2023-00886 学校給食用冷蔵庫等の購入（夏季購入分） 家電・カメラ・厨房機器等 希望

3 2023-00887 学校給食用強化磁器食器（ボール類）の購入（単価契約） 荒物雑貨 希望

4 2023-00888 桜町小学校給食用機器の保管・移設・再設置・点検等委託 家電・カメラ・厨房機器等 希望

5 2023-00889 弦巻小学校給食用機器の保管・移設・再設置・点検等委託 家電・カメラ・厨房機器等 希望

6 2023-00890 学校給食用ガス回転釜等保守点検委託 家電・カメラ・厨房機器等 希望

7 2023-00891
世田谷デジタルミュージアム用機器等の賃貸借及び保守（長期継
続契約）

賃貸業務 希望

8 2023-00892 区内遺跡出土金属製品の保存処理委託 その他の業務委託等 希望

9 2023-00893 上神明遺跡第７・１７次調査整理調査委託 環境アセスメント関係調査業務 希望

10 2023-00894 不動橋１１号横穴墓線刻画線刻部修復委託 その他の業務委託等 希望

11 2023-00895 図書室閲覧用テーブル・椅子の購入（中丸小学校） 什器・家具 希望

12 2023-00897 ガスＦＦ暖房機保守点検委託（概算契約） 電気・暖冷房等設備保守 希望

13 2023-00898 区立小中学校全熱交換器点検清掃委託（単価契約） 電気・暖冷房等設備保守 希望

14 2023-00899
区立小中学校雨水貯留施設及び汚水槽清掃後の廃棄物処理委
託（概算契約）

廃棄物処理 希望

15 2023-00901
令和５年社会保険加入者への個別勧奨に係る宛名等印字、封入
封緘及び発送委託（単価契約）

情報処理業務又はその他の業務委
託等

希望

16 2023-00902
令和５年度　胃がんリスク（ＡＢＣ）検査用宛名外の印字及び受診
票等封入封緘・発送委託（概算契約）

情報処理業務又はその他の業務委
託等

希望

17 2023-00903
住宅市街地総合整備事業にかかる費用対効果分析業務委託（千
歳船橋駅周辺地区・祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区）

都市計画・交通関係調査業務 希望

18 2023-00904
非常用自家発電設備保守点検委託（世田谷区立宮坂区民セン
ター外１箇所）

電気・暖冷房等設備保守 希望

19 2023-00905
令和５年度新型コロナワクチン転入者用案内チラシ、封筒等の印
刷・封入作業委託（単価契約）

印刷 希望

20 2023-00906
デイ・ホーム上馬、上馬高齢者集会所維持管理業務委託（長期継
続契約）

建物清掃又は電気・暖冷房等設備
保守

希望

21 2023-00907
令和５年度世田谷区立保育園の保育サービス第三者評価に伴う
調査委託

その他の業務委託等 希望

22 2023-00909 区立保育園食器洗浄用洗剤の購入（７～１２月分）（単価契約） 荒物雑貨 希望

23 2023-00910 区立児童館サマーキャンプ実施に伴うバスの借上げ 運搬請負又はその他の業務委託等 希望

24 2023-00911 区立児童館サマーキャンプ実施に伴うトラックの借上げ 運搬請負 希望

25 2023-00912 区立保育園　組立式プールの設置及び解体業務委託（単価契約）
学校教材・運動用品・楽器又はその
他の業務委託等

希望

26 2023-00913
令和５年度区立保育園毛布及びじゅうたんのクリーニング業務委
託（概算契約）

クリーニング 希望

27 2023-00925 区立保育園（砧・烏山地域）の樹木剪定 道路・公園管理 希望

28 2023-00926 区立保育園（世田谷地域）の樹木剪定 道路・公園管理 希望

29 2023-00927 区立保育園（玉川地域）の樹木剪定 道路・公園管理 希望
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30 2023-00928 区立保育園（北沢地域）の樹木剪定 道路・公園管理 希望

31 2023-00929 樹木剪定（野沢地区会館外１０施設） 道路・公園管理 希望

32 2023-00930 令和５年度境界杭の購入
鉄鋼・非鉄・鋳鉄製品又はコンク
リート・セメント

希望

33 2023-00931
令和５年度　ふれあいの水辺（北沢川緑道）循環設備および導水
設備保守点検委託

浄化槽・貯水槽清掃又は浄水場・処
理場機械運営管理又はその他の業
務委託等

希望

34 2023-00933
区立小中学校雨水貯留槽及び流域貯留浸透施設他清掃点検委
託(概算契約)

浄化槽・貯水槽清掃及び廃棄物処
理

希望

35 2023-00934
図書館情報システム用機器等の賃貸借及び保守（長期継続契
約）

賃貸業務 希望

36 2023-00935 庁有車（電動自転車・自転車）の交換購入 自動車・自転車 希望

37 2023-00937
令和５年分年末調整に伴う申告受付及び確認等作業委託（概算
契約）

情報処理業務又はその他の業務委
託等

希望

38 2023-00938 機密古紙の搬送委託（事業所・支所等） 運搬請負 希望

39 2023-00939
世田谷区洪水・内水氾濫ハザードマップ等の配布業務委託（概算
契約）

広告代理又はその他の業務委託等 希望

40 2023-00940 事務用モバイルパソコンの賃貸借（長期継続契約） 賃貸業務 希望

41 2023-00942 端末展開用ツール利用ライセンスの購入 事務機器・情報処理用機器 希望

42 2023-00943
事務用パソコンのキッティング・展開設置・回収作業委託（概算契
約）

情報処理業務 希望

43 2023-00944 世田谷区内定点写真・航空写真のデジタル化作業委託 複写業務 希望

44 2023-00945
資源回収用コンテナ産業廃棄物処理委託（収集運搬・処分）（概算
契約）

廃棄物処理 希望

45 2023-00946 生産緑地に係る情報地図の作成委託 航空写真・図面製作 希望

46 2023-00947 生産緑地標識の設置・移設・撤去委託（単価契約）
標識・看板等　又は　道路・公園管
理　又は　その他の業務委託等

希望

47 2023-00948 環境学習用清掃車両（カッティングカー）の製作委託 自動車・自転車 希望

48 2023-00949 軽小型ダンプ車（リフトアップ機能無し）の交換購入 自動車・自転車 希望

49 2023-00950 令和５年度特種用途自動車継続検査整備委託 自動車・自転車 希望

50 2023-00951 清掃車両（小型プレス車）の売却（世田谷８００さ２９５）
不用品買受　又は　自動車・自転車
又は　廃棄物処理

希望

51 2023-00952 清掃車両（小型プレス車）の売却（世田谷８００さ５３３）
不用品買受　又は　自動車・自転車
又は　廃棄物処理

希望

52 2023-00953 清掃車両（小型プレス車）の売却（世田谷８００さ５３４）
不用品買受　又は　自動車・自転車
又は　廃棄物処理

希望

53 2023-00957 河川調査（生物）委託 環境アセスメント関係調査業務 希望

54 2023-00958 「車座集会」議事録の作成委託（概算契約） その他の業務委託等 希望

55 2023-00959 第４４回せたがやふるさと区民まつり警備委託 警備・受付等 希望

56 2023-00960 学校給食用シンク等の購入 家電・カメラ・厨房機器等 希望

57 2023-00961 教員用パソコンのリプレイス作業委託（概算契約） 情報処理業務 希望

58 2023-00962 区立小中学校ICT機器の賃貸借（長期継続契約） 賃貸業務 希望

59 2023-00964
オレゴン州ポートランド市との交流に関する派遣に伴う業務委託
（概算契約）

その他の業務委託等 希望


