
令和元年度労働報酬下限額対象案件

委託・物品購入等 ※令和２年３月３１日時点

No. 件名 事業者名 業務区分

1 河口湖移動教室実施に伴うバスの借り上げ（単価契約） 寿観光株式会社 委託

2 川場移動教室実施に伴うバスの借り上げ（単価契約） 寿観光株式会社 委託

3 平成３１年度せたがやふれんどバス「６・１０～１３号車」運行等委託（単価契約） 東京福祉バス株式会社 委託

4 マイクロソフト製品ライセンスの購入 株式会社大塚商会　LA事業部公共グループ 委託

5 平成３１年度世田谷区役所本庁舎への再生可能エネルギー１００％電力の需給業務（単価契約） ゼロワットパワー株式会社 委託

6 平成３１年度　指定道路夜間清掃作業委託（単価契約） 東京サニテイション株式会社　世田谷営業所 委託

7 区立小・中学校及び幼稚園の剪定発生材等の収集運搬委託（単価契約） 世田谷運送株式会社 委託

8 平成３１年度校庭芝生維持管理作業委託（北地区）（単価契約） ＬＡＰＯＮ株式会社 委託

9 平成３１年度校庭芝生維持管理作業委託（南地区）（単価契約） 株式会社８７３ 委託

10 平成３１年度　樹木刈込剪定作業（北沢Ｂ地区）（単価契約） 緑進造園株式会社 委託

11 平成３１年度樹木刈込剪定作業（玉川北地区）（単価契約） 有限会社笹原園 委託

12 平成３１年度樹木刈込剪定作業（玉川中地区）（単価契約） 株式会社上仁 委託

13 平成３１年度　樹木刈込剪定作業（北沢Ａ地区）（単価契約） 青山造園株式会社 委託

14 平成３１年度　樹木刈込剪定作業（玉川東地区）（単価契約） 株式会社庭詠 委託

15 平成３１年度　街路樹刈込剪定作業（玉川）（単価契約） 有限会社梓造園土木 委託

16 平成３１年度 公園維持作業（世田谷Ｂ地区）（単価契約） 株式会社小林石庭造園 委託

17 平成３１年度 公園維持作業（世田谷Ａ地区）（単価契約） 有限会社望月造園 委託

18 平成３１年度　公園維持作業（砧西地区）（単価契約） 株式会社石勝エクステリア 委託

19 平成３１年度 公園維持作業（玉川中地区）（単価契約） 株式会社上仁 委託

20 平成３１年度 公園維持作業（砧南地区）（単価契約） 株式会社高橋植木 委託

21 平成３１年度 公園維持作業（世田谷Ｄ地区）（単価契約） 三栄造園株式会社 委託

22 図書館書籍及び物品搬送業務委託 玉成運送株式会社 委託

23 放置自転車等の移送等業務委託（単価契約） 世田谷トラック運送事業協同組合 委託

24 平成３１年度　公園維持作業（玉川北地区）（単価契約） 株式会社上野造園 委託

25 平成３１年度 公園維持作業（玉川東地区）（単価契約） 相模造園土木株式会社 委託

26 平成３１年度 公園維持作業（北沢Ｂ地区）（単価契約） 緑進造園株式会社 委託

27 平成３１年度 樹木刈込剪定等作業（世田谷Ａ地区）（単価契約） 有限会社望月造園 委託

28 平成３１年度 樹木刈込剪定等作業（世田谷Ｂ地区）（単価契約） 株式会社石井植木 委託

29 平成３１年度 樹木刈込剪定等作業（世田谷Ｃ地区）（単価契約） 株式会社川端造園 委託

30 不燃ごみ資源化選別作業等業務委託（長期継続契約） 株式会社増建 委託

31 平成３１年度　公園維持作業（砧北地区）（単価契約） ちとせ緑地株式会社 委託

32 平成３１年度貨物自動車による生活移送委託 (単価契約)(世田谷・生活支援課) 玉成運送株式会社 委託

33 粗大ごみ中継所運営等業務委託（用賀） 栄和清運株式会社　世田谷支社 委託

34 粗大ごみ中継所運営等業務委託（船橋） 株式会社東海輸送 委託

35 世田谷区立保育園、児童館等子ども施設の廃棄物処理委託（単価契約） 株式会社井上 委託

36 区のおしらせ「せたがや」定期号・特集号等の新聞折込及び戸別配付委託（単価契約） 世田谷新聞折込配布協同組合 委託

37 平成３１年度世田谷区役所分庁舎外施設電気需給業務（単価契約）（その２） 東京電力エナジーパートナー株式会社 委託

38 平成３１年度兵庫島公園外河川占用公園維持作業（単価契約） 株式会社吉村造園 委託

39 平成３１年度　等々力渓谷公園ほか維持作業委託（単価契約） 株式会社木村造園 委託

40 平成３１年度　草花・樹木管理植付作業委託（玉川）（単価契約） 有限会社小金井緑化 委託

41 平成３１年度　二子玉川公園維持作業（単価契約） 株式会社石勝エクステリア 委託

42 教職員人事庶務・文書管理システムに関するヘルプデスク運営業務委託 富士通株式会社　東京支社 委託

43 校務ネットワークシステム管理・運用・保守業務及び利用環境整備委託 東日本電信電話株式会社　ビジネス＆オフィス営業推進本部 委託

44 内部情報システム外部データセンター運用作業委託 富士通株式会社　東京支社 委託

45 区立小・中学校及び幼稚園の廃棄物処理委託（玉川・砧・烏山地域）（単価契約） 株式会社伸榮産業　世田谷営業所 委託

46 区立小・中学校及び幼稚園の廃棄物処理委託（世田谷・北沢地域）（単価契約） 株式会社エコ・エイト 委託

47 マイクロソフトエンタープライズサービス委託 日本マイクロソフト株式会社 委託

48 平成３１（２０１９）年度世田谷区街づくり情報システム建築確認情報等入力及び検証作業委託 日本ユニシス株式会社 委託

49 世田谷区基幹相談支援センター運営業務委託 社会福祉法人南東北福祉事業団 委託

50 地域障害者相談支援センター事業委託その２ 社会福祉法人めぐはうす 委託

51 戸籍の郵送業務委託 富士ゼロックスシステムサービス株式会社　公共事業本部　首都圏支店 委託

52 地域障害者相談支援センター事業委託その４ 社会福祉法人せたがや樫の木会 委託

53 指定道路登録・閲覧システム等保守作業委託 国際航業株式会社　東京支店 委託
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54 世田谷区生活困窮者就労相談・支援事業等に係る業務委託 株式会社パソナ 委託

55 地域障害者相談支援センター事業委託その１ 社会福祉法人世田谷ボランティア協会 委託

56 子どものショートステイ及びトワイライトステイ事業実施委託（単価契約） 社会福祉法人福音寮 委託

57 基幹システム運用作業支援委託 富士通株式会社　東京支社 委託

58 平成３１年度代沢小学校ほか１校通学路警備業務委託（単価契約） 株式会社メット　世田谷営業所 委託

59 平成３１年度世田谷区障害者就労支援事業(クローバー・そしがや）運営委託（概算契約） 社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 委託

60 平成３１年度世田谷区立多摩川玉堤広場施設業務委託及び収納事務委託（概算契約） 多摩川緑地広場管理公社 委託

61 平成３１年度世田谷区障害者就労支援事業（しごとねっと）運営委託（概算契約） 医療法人社団風鳴会 委託

62 平成３１年度世田谷区立希望丘地域体育館運営業務委託（概算契約） 公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団 委託

63 地域障害者相談支援センター事業委託その５ 社会福祉法人武蔵野会 委託

64 平成３１年度業務システム運用支援作業委託（単価契約） 株式会社世田谷サービス公社 委託

65 維持管理業務委託（弦巻区民センター） 株式会社世田谷サービス公社 委託

66 ボイラー管理業務委託（単価契約） 株式会社世田谷サービス公社 委託

67 平成３１年度オペレーション作業運用委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

68 世田谷区立砧図書館維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

69 世田谷区立次大夫堀公園民家園及び岡本公園民家園管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

70 平成３１年度　公園施設管理業務及び収納事務委託（玉川野毛町公園） 株式会社世田谷サービス公社 委託

71 維持管理業務委託（宮坂区民センター） 株式会社世田谷サービス公社 委託

72 維持管理業務委託（太子堂区民センター） 株式会社世田谷サービス公社 委託

73 維持管理業務委託（経堂地区会館） 株式会社世田谷サービス公社 委託

74 平成３１年度世田谷区成年後見制度利用支援事業運営委託 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会 委託

75 平成３１年度共通基盤システム運用支援委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

76 世田谷区生活困窮者自立相談・支援事業等に係る業務委託 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会 委託

77 池尻まちづくりセンター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

78 代田区民センター維持管理運営業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

79 電子計算機入力データ作成等の業務委託（単価契約） 株式会社世田谷サービス公社 委託

80 砧総合支所維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

81 喜多見複合施設維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

82 世田谷区祖師谷まちづくりセンター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

83 粕谷区民センター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

84 上野毛まちづくりセンター・上野毛地区会館維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

85 維持管理業務委託（桜丘区民センター及び千歳船橋南自転車等駐車場） 株式会社世田谷サービス公社 委託

86 平成３１年度羽根木公園ほか施設管理業務及び駐車場使用料に関する収納事務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

87 上北沢区民センター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

88 玉川総合支所・区民会館・区民集会所維持管理業務委託並びに玉川総合支所区政情報コーナーの運営業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

89 平成３１年度　公園施設管理業務及び収納事務委託（世田谷公園外１） 株式会社世田谷サービス公社 委託

90 世田谷区立野毛青少年交流センター維持管理業務委託（単価契約） 株式会社世田谷サービス公社 委託

91 新代田まちづくりセンター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

92 世田谷区立鎌田区民センター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

93 コミュニティ・エフエム放送番組の企画立案・制作・放送委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

94 松沢まちづくりセンター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

95 尾山台地区会館維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

96 深沢区民センター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

97 駒沢地区会館維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

98 平成３１年度道路管理の夜間・休日応急業務委託 世田谷建設協同組合 委託

99 世田谷区立梅丘図書館一部運営業務委託 株式会社図書館流通センター 委託

100 土地境界確定に係る代行業務委託（概算契約） 一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会 委託

101 世田谷区図書館カウンター三軒茶屋業務委託（長期継続契約） 株式会社図書館流通センター 委託

102 庁有車運行業務委託（単価契約） 株式会社セノン　車両運行管理事業部 委託

103 世田谷区病児・病後児保育事業実施委託　（単価契約）（ハグルーム） 医療法人社団シンセリティ　いなみ小児科 委託

104 世田谷区病児・病後児保育事業実施委託（単価契約）（下北沢ひよこ園） 株式会社スマイルキッズ 委託

105 平成３1年度尾山台地域体育館管理運営業務委託（概算契約） 公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団 委託

106 平成３１年度利用者支援業務運用委託（単価契約） 株式会社世田谷サービス公社 委託
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107 上馬複合施設維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

108 平成３１年度世田谷区立パルメゾン上北沢の運営及び施設管理業務委託（概算契約） 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 委託

109 下馬複合施設維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

110 平成３１年度保健福祉総合情報システムの運用・保守作業委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

111 烏山総合支所維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

112 玉川台区民センター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

113 奥沢区民センター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

114 烏山区民会館・区民センター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

115 世田谷区病児・病後児保育事業実施委託（単価契約）（かんがるーむ） 社会福祉法人至誠学舎立川 委託

116 世田谷区病児・病後児保育事業実施委託（単価契約）（ポピンズルーム千歳烏山） 株式会社ポピンズ 委託

117 世田谷区病児・病後児保育事業実施委託（単価契約）（病児保育こがも） 医療法人社団カナード 委託

118 世田谷区病児・病後児保育事業実施委託（単価契約）（病児保育室ソレイユ） 医療法人社団クレッセント 委託

119 街づくり情報システム等運用・保守委託 日本ユニシス株式会社 委託

120 平成３１年度　三茶パティオ維持管理業務委託 株式会社東急コミュニティー 委託

121 平成３１年度　電力売買契約（世田谷区立九品仏小学校外２８校）（単価契約） 東京エコサービス株式会社 委託

122 烏山中学校設備運転保守管理業務委託 アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー東京本店 委託

123 放置自転車対策業務委託（単価契約） シンテイ警備株式会社 委託

124 平成３１年度　ほっとスクール「希望丘」運営業務委託 特定非営利活動法人東京シューレ 委託

125 障害者入浴サービス業務委託（単価契約） アースサポート株式会社 委託

126 世田谷区子ども・若者総合相談センターメルクマールせたがや運営業務委託 公益社団法人青少年健康センター 委託

127 区立小中学校ガスヒートポンプエアコン保守点検委託（フルメンテナンス） 東京瓦斯株式会社　都市エネルギー事業部 委託

128 世田谷区立障害者休養ホームひまわり荘運営業務委託（単価契約） シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 委託

129 地域障害者相談支援センター事業委託その３ 特定非営利活動法人つどい 委託

130 平成３１年度　区立瀬田農業公園管理委託 一般財団法人世田谷トラストまちづくり 委託

131 児童手当等の支給に関する作業委託（単価契約） トッパン・フォームズ株式会社　営業支援本部 委託

132 住まいサポートセンター外運営委託契約 一般財団法人世田谷トラストまちづくり 委託

133 児童相談所システム構築作業委託 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 委託

134 基幹システム外部データセンター運用作業委託 富士通株式会社　東京支社 委託

135 「世田谷区２４時間安全安心パトロール」業務委託 セコム株式会社 委託

136 希望丘中継所の管理運営委託 重環オペレーション株式会社 委託

137 平成３１年度　公園清掃作業（世田谷）（単価契約） 公益社団法人世田谷区シルバー人材センター 委託

138 平成３１年度下北沢小学校ほか２校通学路等見守り業務委託（単価契約） 公益社団法人世田谷区シルバー人材センター 委託

139 世田谷区生活保護受給者金銭管理支援事業委託（単価契約） 中高年事業団やまて企業組合 委託

140 平成３１年度世田谷区産後ケアセンター業務委託（単価契約） 公益社団法人日本助産師会 委託

141 平成３１年度　世田谷区立二子玉川公園区民参加型運営管理業務委託 株式会社自然教育研究センター 委託

142 世田谷区教育会館維持管理業務委託（単価契約） 株式会社世田谷サービス公社 委託

143 発達障害ピアサポート支援プログラム運営業務委託（概算契約） 特定非営利活動法人東京都自閉症協会 委託

144 世田谷区世田谷文化生活情報センター施設維持管理業務委託 公益財団法人せたがや文化財団 委託

145 住民基本台帳ネットワークシステム運用サポート委託（長期継続契約） 富士通株式会社　東京支社 委託

146 学習習得確認調査委託 株式会社創育 委託

147 学校給食生ごみリサイクル処理業務委託（単価契約） 株式会社アルフォ 委託

148 平成３１年度「多文化体験コーナー」運営等業務委託（単価契約） 株式会社ボーダーリンク 委託

149 高齢者安心コール業務委託（単価契約） ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社 委託

150 職員の健康診断等の委託（単価契約） 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 委託

151 世田谷区発達障害相談・療育センター及び子育てステーション発達相談室管理運営業務委託（単価契約） 社会福祉法人トポスの会 委託

152 世田谷区保育人材確保事業に関わる採用活動支援業務委託 株式会社マイナビ　紹介事業本部 委託

153 学校開放施設等の運営業務委託（概算契約） 公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団 委託

154 缶中間処理・引渡し等委託及び売払代金徴収事務委託 世田谷リサイクル協同組合 委託

155 古紙中間処理・引渡し委託及び売払代金徴収事務委託 世田谷リサイクル協同組合 委託

156 学校図書館司書業務委託 株式会社リブネット 委託

157 希望丘中継所アームロール車の借上げ（単価契約） 株式会社東海輸送 委託

158 平成３１年度　羽根木公園除草清掃作業 株式会社植正造園土木 委託

159 平成３１年度街路灯ランプ交換作業委託（単価契約） 東京世田谷電設工業協同組合 委託



令和元年度労働報酬下限額対象案件

委託・物品購入等 ※令和２年３月３１日時点

No. 件名 事業者名 業務区分

160 プレーパーク事業の運営委託 特定非営利活動法人プレーパークせたがや 委託

161 学校給食太子堂調理場調理業務等委託 株式会社東洋食品 委託

162 三軒茶屋分庁舎等管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

163 世田谷区認知症在宅生活サポート業務委託 医療法人社団プラタナス　桜新町アーバンクリニック 委託

164 粗大ごみ収集運営等業務委託（単価契約） 東京都環境衛生事業協同組合　世田谷区支部 委託

165 ペットボトルの中間処理業務委託（単価契約） 株式会社伸和運輸 委託

166 世田谷区地域資源開発事業委託 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会 委託

167 廃棄物運搬請負契約（砧その１）単価契約 株式会社東海輸送 委託

168 廃棄物運搬請負契約（砧その３）単価契約 栄和清運株式会社　世田谷支社 委託

169 廃棄物運搬請負契約（砧その４）単価契約 太盛運輸株式会社 委託

170 世田谷区資源循環センター等運営業務及び売払代金徴収事務委託 世田谷リサイクル協同組合 委託

171 廃棄物運搬請負契約（世田谷その２）単価契約 株式会社伸和運輸 委託

172 廃棄物運搬請負契約（世田谷その４)単価契約 第三東海株式会社 委託

173 廃棄物運搬請負契約(世田谷その５）単価契約 株式会社小川商会 委託

174 廃棄物運搬請負契約（世田谷その６）単価契約 中野運輸株式会社 委託

175 廃棄物運搬請負契約（世田谷その８)単価契約 城北清掃株式会社 委託

176 世田谷区立男女共同参画センター運営委託 特定非営利活動法人ＮＰＯ昭和 委託

177 世田谷区立希望丘青少年交流センター運営業務委託 公益財団法人(公財)児童育成協会 委託

178 世田谷区立野毛青少年交流センター運営業務委託 公益財団法人(公財)児童育成協会 委託

179 平成３１年度世田谷区立小学校外国人英語教育指導等業務委託（単価契約） 株式会社ボーダーリンク 委託

180 清掃・リサイクル普及啓発施設管理運営業務委託 アクティオ株式会社 委託

181 世田谷区立保育園調理業務における労働者派遣（単価契約） 株式会社テンダーラビングケアサービス 委託

182 平成３１年度心身障害児（者）歯科診療事業委託（公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会） 公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会 委託

183 平成３１年度休日等診療事業委託（一般社団法人玉川医師会） 一般社団法人玉川医師会 委託

184 平成３１年度休日診療事業委託［輪番］(一般社団法人世田谷区医師会） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

185 平成３１年度子ども初期救急診療事業委託（一般社団法人世田谷区医師会） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

186 平成３１年度休日・土曜準夜診療事業委託（烏山総合支所内）（一般社団法人世田谷区医師会） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

187 平成３１年度休日等調剤事業委託（一般社団法人玉川砧薬剤師会） 一般社団法人玉川砧薬剤師会 委託

188 廃棄物運搬請負契約（玉川その１）単価契約 株式会社東海輸送 委託

189 廃棄物運搬請負契約（玉川その２）単価契約 株式会社伸和運輸 委託

190 廃棄物運搬請負契約（玉川その３）単価契約 栄和清運株式会社　世田谷支社 委託

191 廃棄物運搬請負契約（玉川その４）単価契約 中野運輸株式会社 委託

192 廃棄物運搬請負契約（玉川その５）単価契約 鈴木運輸株式会社 委託

193 希望丘複合施設維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

194 平成３１年度　特定健康診査事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

195 平成３１年度世田谷区立中学校外国人英語教育指導等業務委託（単価契約） 株式会社インタラック関東中部 委託

196 平成３１年度　特定健康診査事業委託（玉川）（単価契約） 一般社団法人玉川医師会 委託

197 北沢タウンホール管理運営業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

198 廃棄物運搬請負契約(世田谷その１）単価契約 株式会社東海輸送 委託

199 平成３１年度世田谷区マイナンバーカード交付受付センター及びマイナンバーカード交付受付システム等運営業務委託 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 委託

200 平成３１年度長寿（後期高齢者）健康診査事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

201 平成３１年度　長寿（後期高齢者）健康診査事業委託（玉川）（単価契約） 一般社団法人玉川医師会 委託

202 おでかけひろば事業及びほっとステイ事業運営委託（子育てステーション成城） 株式会社木下の保育 委託

203 おでかけひろば事業及びほっとステイ事業運営委託（子育てステーション梅丘） 社会福祉法人至誠学舎立川 委託

204 おでかけひろば事業及びほっとステイ事業運営委託（子育てステーション烏山） 株式会社京王子育てサポート 委託

205 おでかけひろば事業及びほっとステイ事業運営委託（子育てステーション桜新町） 株式会社ポピンズ 委託

206 世田谷区ファミリー・サポート・センター事業運営委託 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会 委託

207 平成３１年度　大腸がん便潜血検査委託（単価契約） 公益財団法人世田谷区保健センター 委託

208 平成３１年度　子宮がん検診細胞診検査委託（単価契約） 公益財団法人世田谷区保健センター 委託

209 守山複合施設維持管理運営業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

210 特定健診等受診票外４点の印刷・受診券への宛名等印字及び封入封緘発送委託（単価契約） トッパン・フォームズ株式会社　営業支援本部 委託

211 平成３１年度児童生徒の心臓集団検診の委託（世田谷・北沢・砧・烏山地区）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

212 基幹システム（介護）の修正作業委託（平成３１年度１回目） 富士通株式会社　東京支社 委託



令和元年度労働報酬下限額対象案件

委託・物品購入等 ※令和２年３月３１日時点

No. 件名 事業者名 業務区分

213 学校給食太子堂調理場厨房機器撤去・保管・再設置委託 株式会社中西製作所　東京支店 委託

214 世田谷区お問い合わせセンター（せたがやコール）業務委託（長期継続契約） ＮＴＴタウンページ株式会社 委託

215 希望丘中継所廃水処理システム整備委託 株式会社島津理化　東京支店 委託

216 令和元年度プレミアム付商品券システム構築作業及び保守業務委託 富士通株式会社　東京支社 委託

217 北沢タウンホールNo.５昇降機制御改修整備委託 日本オーチス・エレベータ株式会社　東日本支社 委託

218 「後期高齢者医療保険料賦課決定通知書」等の印字及び封入封緘委託（単価契約） 株式会社コタニ　赤羽営業所 委託

219 マイナンバーカード申請受付に伴う事務従事者の派遣（単価契約） 株式会社アヴァンティスタッフ 委託

220 大六天橋耐震補強工事委託 中日本高速道路株式会社　東京支社 委託

221 令和元年度税法改正等に伴う基幹システム（住民税システム）の修正作業委託 富士通株式会社　東京支社 委託

222 令和元年参院選に伴う公営ポスター掲示場の作製・設置・維持管理・撤去委託 世田谷住相協建設協同組合 委託

223 雨量・水位観測システム保守委託（長期継続契約） 株式会社日本エレクトリック・インスルメント 委託

224 プレミアム付商品券取扱店募集・登録業務運営委託（単価契約） 世田谷区商店街連合会 委託

225 要介護認定支援システムの新プラットホーム移行委託（令和元年度改修分） 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社　本社 委託

226 小児慢性特定疾病・難病医療費助成システム構築作業委託 日本コンピューター株式会社　東京営業所 委託

227 プレミアム付商品券事務業務委託（単価契約） トッパン・フォームズ株式会社　営業支援本部 委託

228 令和元年度世田谷区立小・中学校における教科「日本語」教科用図書の改訂補助業務及び幼児教育の教材作成補助業務委託 株式会社大修館書店 委託

229 世田谷区役所本庁舎清掃等業務委託（長期継続契約） 株式会社ジャパンサービス 委託

230 平成３１年度国民健康保険料納入通知書等の印刷、出力及び封入封緘委託（単価契約） 共同印刷株式会社 委託

231 保育所入所関連業務及び幼児教育・保育の無償化に関する業務委託 りらいあコミュニケーションズ株式会社 委託

232 公園水泳場運営業務及び収納事務委託（世田谷公園・玉川野毛町公園） 株式会社エイト　世田谷支店 委託

233 世田谷区立烏山中学校ＥＳＣＯ事業委託【債務負担】 アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー東京本店 委託

234 電線類地中化事業の施行に伴う譲渡設備を活用した電線共同溝工事等の委託に関する平成３１年度協定（特別区道第Ｂ００８号路線） 東京電力パワーグリッド株式会社東京総支社 委託

235 令和元年度世田谷区たまがわ花火大会仮設工作物等設営及び撤去委託 河﨑組建設業株式会社 委託

236 令和元年度教育用クラウド基盤提供業務委託 株式会社江守情報 委託

237 世田谷区役所庁舎案内及び受付業務委託(長期継続契約) ビソー工業株式会社　新宿支店 委託

238 上神明遺跡第３２次発掘調査委託 株式会社武蔵文化財研究所 委託

239 世田谷区道路冠水情報システム開発及び運用保守業務委託（長期継続契約） 株式会社株式会社ファルコン 委託

240 子育てサービスシステムの修正作業委託(幼児無償化対応) 富士通株式会社　東京支社 委託

241 第４２回せたがやふるさと区民まつり音響・照明及び会場設営・撤去委託 株式会社レンタルのニッケン　東京支店 委託

242 土曜講習会（中学校３年生）実施委託（単価契約） 株式会社学研教育みらい 委託

243 証明書コンビニ交付システム構築作業委託 富士通株式会社　東京支社 委託

244 後期高齢者医療システムリプレース対応作業 富士通株式会社　東京支社 委託

245 粗大ごみ受付業務システム構築及び導入準備作業委託 株式会社ＮＴＴネクシア 委託

246 馬事公苑界わいサイン及び大蔵運動場周辺サイン製作業務委託（平成３１年度） 梶原建設株式会社 委託

247 世田谷区マイナンバー制度コールセンター運営業務委託 富士通株式会社　東京支社 委託

248 世田谷区資源循環センター　プラント定期設備点検・補修作業委託 極東開発工業株式会社　東京本部 委託

249 プレミアム付商品券換金業務委託（単価契約）【世田谷信用金庫】 世田谷信用金庫 委託

250 プレミアム付商品券換金業務委託（単価契約）【昭和信用金庫】 昭和信用金庫 委託

251 プレミアム付商品券販売及び売払代金収納事務委託（単価契約） 日本郵便株式会社 委託

252 プレミアム付商品券換金業務委託（単価契約）【城南信用金庫】 城南信用金庫 委託

253 世田谷区福祉人材育成・研修センター事業運営準備委託 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 委託

254 令和元年度希望丘中継所プラント設備定期補修委託 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社　サービス事業部 委託

255 平成３１年度肺がん検診事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

256 平成３１年度肺がん検診事業委託（玉川）（単価契約） 一般社団法人玉川医師会 委託

257 平成３１年度胃がんリスク（ＡＢＣ）検査事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

258 平成３１年度風しん抗体検査事業委託（単価契約）世田谷区医師会 一般社団法人世田谷区医師会 委託

259 平成３１年度乳がん検診事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

260  平成３１年度乳がん検診事業委託（玉川）（単価契約） 一般社団法人玉川医師会 委託

261 平成３１年度子宮がん検診事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

262 平成３１年度子宮がん検診事業委託（玉川）（単価契約） 一般社団法人玉川医師会 委託

263 平成３１年度　被用者保険等の特定健康診査に係る追加健診項目の健診事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

264 平成３１年度高齢者肺炎球菌予防接種事業委託（世田谷区医師会）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

265 平成３１年度予防接種事業委託（世田谷）単価契約 一般社団法人世田谷区医師会 委託
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266 平成３１年度予防接種事業委託（玉川）単価契約 一般社団法人玉川医師会 委託

267 高齢者・障害者紙おむつ支給業務委託（単価契約） 世田谷薬業協同組合 委託

268 高齢者入浴券支給事業に伴う公衆浴場の使用（単価契約） 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合 委託

269 松沢保育園ほか３９ヶ所（計４０ヶ所）の電気需給業務（単価契約） みんな電力株式会社 委託

270 おでかけひろば事業及びほっとステイ事業運営委託（子育てステーション世田谷） 特定非営利活動法人ＮＰＯ昭和 委託

271 平成３１年度胃がん(内視鏡)検診事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

272 平成３１年度胃がん(内視鏡)検診事業委託（玉川）（単価契約） 一般社団法人玉川医師会 委託

273 平成３１年度大腸がん検診事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

274 平成３１年度　成人健康診査事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

275 平成３１年度　産前・産後歯科健康診査の事業委託（世田谷）（単価契約） 公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会 委託

276 令和元年度成人歯科健康診査事業委託（世田谷）（単価契約） 公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会 委託

277 教育用タブレット型情報端末の保守委託（長期継続契約） 株式会社内田洋行　営業統括グループ 委託

278 戸籍システムソフトウェアの保守（長期継続契約） 富士ゼロックスシステムサービス株式会社　公共事業本部　首都圏支店 委託

279 マイナンバーカード専用　証明書自動交付機に係る事務手数料収納金の回収事務委託（長期継続契約） セコム株式会社 委託

280 ＫＩＯＳＫ端末にかかる運用保守委託（単価契約）（長期継続契約） リコージャパン株式会社　首都圏ＭＡ事業部　公共営業部 委託

281 令和元年度高齢者インフルエンザ予防接種事業委託（世田谷）（単価契約） 一般社団法人世田谷区医師会 委託

282 令和元年度高齢者インフルエンザ予防接種事業委託（玉川）（単価契約） 一般社団法人玉川医師会 委託

283 基幹システム（国保）の修正作業委託（令和元年度２回目） 富士通株式会社　東京支社 委託

284 資源分別回収事業に伴う資源回収委託（単価契約） 世田谷リサイクル協同組合 委託

285 学校教職員用マイクロソフト製品ソフトウェアライセンスの購入 富士ソフト株式会社　秋葉原オフィス 委託

286 平成３１年度障害者施設維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

287 令和２年度税法改正等に伴う住民税システムの修正作業委託（令和元年度作業分） 富士通株式会社　東京支社 委託

288 世田谷区立大蔵第二運動場ゴルフ練習場配給コンベア交換及びオートティアップシステム全改修等業務委託 株式会社オニット 委託

289 事務用および校務用ＶＤＩクラウドサービスの利用（長期継続契約） ネットワンシステムズ株式会社 委託

290 粗大ごみ受付業務委託（長期継続契約） 株式会社ＮＴＴネクシア 委託

291 世田谷区公式ホームページ運用サービス提供委託（長期継続契約） 三谷コンピュータ株式会社 委託

292 令和２年度当初賦課処理業務委託（令和２年１月～３月） 株式会社マイクロフィッシュ　東京営業所 委託

293 コンビニ交付システム運用サポート委託（長期継続契約） 富士通株式会社　東京支社 委託

294 区のおしらせ「せたがや」編集業務等委託（単価契約） 株式会社文化工房 委託

295 基幹システム（教育）修正作業委託（その４） 富士通株式会社　東京支社 委託

296 電線類地中化事業の施行に伴う引込管等設備工事に関する委託協定（世区街７号線　東京電力） 東京電力パワーグリッド株式会社東京総支社 委託

297 電線類地中化事業の施行に伴う引込管等設備工事に関する委託協定（補助４９号線１期その２　東京電力） 東京電力パワーグリッド株式会社東京総支社 委託

298 世田谷区事務センター維持管理業務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

299 ＶＭｗａｒｅ保守ライセンスの更新 株式会社大塚商会　LA事業部公共グループ 委託

300 「せたがや子育て利用券」の作成および事業運営委託（単価契約） パーソルワークスデザイン株式会社 委託

301 平成３１（２０１９）年度区民農園の維持管理運営業務及び収納事務委託 株式会社世田谷サービス公社 委託

302 電線類地中化事業の施行に伴う引込管等設備工事に関する委託協定（東北沢駅駅前広場（東京電力）） 東京電力パワーグリッド株式会社東京総支社 委託

303 令和２年度用 教科「日本語」教科用図書の印刷製本等及び幼児教育の教材作成等業務委託 株式会社大修館書店 委託

304 世田谷区福祉人材育成・研修センター事業運営委託（単価契約） 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 委託

305 小学校肢体不自由学級在籍児童移送車両運行委託（概算契約） 福祉移送サービス株式会社 委託

306 中学校肢体不自由学級在籍生徒移送車両運行委託（概算契約） 福祉移送サービス株式会社 委託

307 学校給食及び食器等搬送業務委託 ＳＢＳロジコム株式会社 委託

308 世田谷区立松原小学校外１校調理業務等委託 フジ産業株式会社 委託

309 世田谷区立下北沢小学校外２校調理業務等委託 日本国民食株式会社 委託

310 世田谷区立喜多見中学校外１校調理業務等委託 日本国民食株式会社 委託

311 世田谷区立代田小学校外５校調理業務等委託 株式会社スエヒロ 委託

312 世田谷区立用賀小学校外４校調理業務等委託 株式会社スエヒロ 委託

313 世田谷区立奥沢中学校外１校調理業務等委託 株式会社スエヒロ 委託

314 世田谷区立松沢小学校外３校調理業務等委託 株式会社東洋食品 委託

315 世田谷区立八幡小学校外４校調理業務等委託 株式会社東洋食品 委託

316 世田谷区立北沢中学校外１校調理業務等委託 株式会社東洋食品 委託

317 世田谷区立世田谷小学校外４校調理業務等委託 株式会社サンユー　東京支店 委託

318 世田谷区立池尻小学校外３校調理業務等委託 ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 委託
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319 世田谷区立多聞小学校調理業務等委託 株式会社藤江 委託

320 世田谷区立中里小学校外４校調理業務等委託 株式会社藤江 委託

321 世田谷区立給田小学校外２校調理業務等委託 株式会社藤江 委託

322 世田谷区立経堂小学校外３校調理業務等委託 株式会社ジーエスエフ 委託

323 世田谷区立若林小学校外４校調理業務等委託 協立給食株式会社 委託

324 世田谷区立奥沢小学校外４校調理業務等委託 協立給食株式会社 委託

325 世田谷区立世田谷中学校調理業務等委託 協立給食株式会社 委託

326 世田谷区立池之上小学校外５校調理業務等委託 株式会社レパスト 委託

327 世田谷区立砧中学校調理業務等委託 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 委託

328 世田谷区立京西小学校外２校調理業務等委託 株式会社東京天竜 委託

329 世田谷区立桜小学校外１校調理業務等委託 葉隠勇進株式会社 委託

330 世田谷区立瀬田小学校調理業務等委託 株式会社レクトン 委託

331 世田谷区立希望丘小学校外１校調理業務等委託 一冨士フードサービス株式会社　関東支社 委託

332 世田谷区立桜町小学校調理業務等委託 株式会社メフォス 委託

333 世田谷区立三宿小学校外１校調理業務等委託 メリックス株式会社 委託

334 世田谷区立きたみふれあい広場覆蓋下部電車基地内自動火災報知設備更新工事に関する協定 小田急電鉄株式会社 委託

335 世田谷区立中学校用弁当調理及び配送等業務委託（単価契約） 株式会社美幸軒 委託

336 世田谷区立中学校学校主事業務委託（区立桜丘中学校外５校）（長期継続契約） ソシオ株式会社 委託

337 世田谷区立中学校学校主事業務委託（区立富士中学校外２校）（長期継続契約） 高橋工業株式会社 委託

338 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ開設準備及び維持管理業務委託 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 委託

339 都市計画道路事業幹線街路補助線街路第５４号線（下北沢Ⅰ期）道路事業用地の取得に係る補償説明等業務委託 一般財団法人公共用地補償機構 委託

340 世田谷区災害時ボランティア受入体制整備事業委託 社会福祉法人世田谷ボランティア協会 委託

341 平成３１年度児童・生徒の学級満足度及び学校生活意欲等に関する調査等の業務委託（概算契約） 株式会社図書文化社 委託

342 小田急線上部施設整備計画に基づく上部通路（C、D）整備工事の受委託に関する協定 小田急電鉄株式会社 委託

343 世田谷区建設業人材確保・区内中小企業等採用・定着促進及び若年者・子育て世代の就職支援事業委託（概算契約） 株式会社パソナ 委託

344 事務用パソコン設置等作業委託（概算契約） 株式会社どっとこむ 委託

345 本庁舎等整備に係るオフィスレイアウト実施設計（実施レイアウト）業務委託 株式会社イトーキ　市場別営業統括部 委託

346 梅丘通り交差点改良事業の施行に伴う電線共同溝の改造等工事に関する協定 エヌ・ティー・ティー・インフラネット株式会社　東京支店株式会社 委託

347 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） 日本環境衛生工業株式会社 委託

348 人事情報システム会計年度任用職員制度導入に伴うシステム対応改修作業委託（概算契約） 富士通株式会社　東京支社 委託

349 世田谷区職員住宅及び世田谷区借上職員住宅の維持管理業務委託　　　（概算契約） 株式会社世田谷サービス公社 委託

350 令和２年度住民税給与支払報告書等入力業務委託【令和２年１月～３月】（概算契約） シティコンピュータ株式会社　東京支社 委託

351 教育用タブレット型情報端末のバッテリー交換作業委託（概算契約） 株式会社内田洋行　営業統括グループ 委託

352 電話催告業務委託（長期継続契約） 株式会社アイ・シー・アール 委託

353 有料ごみ処理券（有料シール）の印刷（単価契約） 凸版印刷株式会社　情報コミュニケーション事業本部 印刷

354 区のおしらせ「せたがや」定期号・特集号の印刷（単価契約） 株式会社トップ 印刷

355 世田谷区本庁舎等整備実施設計業務委託 株式会社佐藤総合計画 測量・設計委託

356 世田谷区立経堂小学校耐震補強工事等に伴う実施設計業務委託 株式会社綜企画設計　東京支店 測量・設計委託

357 世田谷区立旭小学校外１校耐震補強工事等実施設計業務委託 日本データーサービス株式会社　東京支店 測量・設計委託

358 世田谷区立鎌田区民センター改修工事に伴う実施設計業務委託 株式会社池下設計 測量・設計委託

359 平成３１年度都市再生地籍調査委託（喜多見三丁目第１工区） 大部測地設計株式会社 測量・設計委託

360 平成３１年度都市再生地籍調査委託（喜多見六丁目第１工区） 株式会社ツカサ測量設計 測量・設計委託

361 電線共同溝予備設計及び非破壊調査業務委託【世田谷区役所通り】 東電タウンプランニング株式会社　地域開発カンパニー 測量・設計委託

362 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２１６号線（鎌田三、四丁目及び大蔵六丁目）道路及び橋梁予備設計業務委託 株式会社トーニチコンサルタント　本社事業本部 測量・設計委託

363 世田谷区ものづくり学校外１施設耐震補強工事に伴う実施設計業務委託 株式会社小林建築事務所 測量・設計委託

364 世田谷区立芦花小・中学校増築他工事に伴う工事監理業務委託 株式会社ＮＴＴファシリティーズ中央 測量・設計委託

365 世田谷区立三軒茶屋小学校外１校耐震補強工事等に伴う実施設計業務委託 株式会社大誠建築設計事務所 測量・設計委託

366 世田谷区本庁舎等整備実施設計等ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託 明豊ファシリティワークス株式会社 測量・設計委託

367 世田谷区立弦巻中学校・松丘幼稚園改築工事に伴う基本設計業務委託 株式会社山下設計 測量・設計委託

368 令和元年度路面下空洞調査委託 大和探査技術株式会社　東京支店 測量・設計委託

369 世田谷区立喜多見中学校外１校耐震補強工事等に伴う実施設計業務委託 株式会社大誠建築設計事務所 測量・設計委託

370 世田谷区松原まちづくりセンター（松原小学校プール等との複合化）整備工事に伴う実施設計業務委託 株式会社土屋建築研究所 測量・設計委託

371 令和元年度橋梁定期点検調査業務委託【権蔵橋外２７橋】 株式会社サンテックインターナショナル 測量・設計委託



令和元年度労働報酬下限額対象案件

委託・物品購入等 ※令和２年３月３１日時点

No. 件名 事業者名 業務区分

372 世田谷区立太子堂中学校外１校耐震補強工事等実施設計業務委託 株式会社ユニバァサル設計　東京本部 測量・設計委託

373 令和元年度橋梁補修詳細設計委託【西谷戸橋外２橋】 首都高技術株式会社 測量・設計委託

374 世田谷区立三宿中学校外１校耐震補強工事等実施設計業務委託 株式会社大誠建築設計事務所 測量・設計委託

375 橋梁詳細設計委託【大蔵五丁目１０番から大蔵三丁目３番先】 株式会社ニュージェック　東京本社 測量・設計委託

376 世田谷区立梅丘図書館改築工事に伴う実施設計業務委託 株式会社東畑建築事務所　東京事務所 測量・設計委託

377 令和元年度世田谷区公共基準点復旧測量（単価契約） 株式会社ツカサ測量設計 測量・設計委託

378 上用賀公園拡張事業計画検討業務委託（その２） セントラルコンサルタント・日本総合研究所特定委託共同企業体 測量・設計委託

379 玉川野毛町公園拡張事業計画検討業務委託（その３） 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　関東支社 測量・設計委託

380 世田谷区立弦巻小学校外１校耐震補強工事等実施設計業務委託 共同設計株式会社　東京事務所 測量・設計委託

381 令和元年度下北沢駅周辺都市計画道路（補助第５４号線及び世区街第１０号線）に係る設計素案作成委託 株式会社ＵＲリンケージ 測量・設計委託

382 代沢小学校給食用ガス回転釜等の購入（改築校分） 株式会社ブロス 物品購入

383 中央図書館用図書購入（単価契約）（その２） 東京都書店商業組合　世田谷支部 物品購入

384 新ＢＯＰ学童クラブ用間食の購入｢菓子類｣Ⅱ（単価契約） 有限会社ニコラス精養堂 物品購入

385 新ＢＯＰ学童クラブ用間食の購入｢菓子類｣Ⅰ（単価契約） 株式会社スーパー長井 物品購入

386 新ＢＯＰ学童クラブ用間食の購入｢菓子類｣Ⅳ（単価契約） 株式会社ウィライツ 物品購入

387 天蓋自動開閉付オープンコンテナの購入 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社　サービス事業部 物品購入

388 新ＢＯＰ学童クラブ用間食の購入「菓子類」Ⅲ（単価契約） 株式会社株式会社パワーキッズ 物品購入

389 学校給食太子堂調理場ガス炊飯システムの購入 日本給食設備株式会社 物品購入

390 自動通話録音機の購入 株式会社レッツ・コーポレーション 物品購入

391 代沢小学校改築に伴う物品（職員用机等）の購入 株式会社エギ 物品購入

392 プール消毒薬剤（液剤）の購入（単価契約） 東昭化学株式会社 物品購入

393 校務システム用ノートパソコンの購入 日興通信株式会社 物品購入

394 災害対策用ビスケット外５点の購入 社会福祉法人東京コロニー　東京コロニー 物品購入

395 ＩＣＴ授業活用大型拡大提示機並びに実物投影機の購入 株式会社内田洋行　営業統括グループ 物品購入

396 学校給食用ガス回転釜等の購入 株式会社マタノ 物品購入

397 事務用パソコンの購入 Ｄｙｎａｂｏｏｋ株式会社　首都圏支社 物品購入

398 区立中学校特別教室用タブレット型情報端末等の購入 株式会社内田洋行　営業統括グループ 物品購入

399 令和元年度慶祝品贈呈用区内共通商品券の購入 世田谷区商店街振興組合連合会 物品購入

400 小型プレス車（圧縮板式４立方メートル軽油ごみ収集車）の購入 東輝自動車株式会社 物品購入

401 機械浴槽の購入（上北沢ホーム） 株式会社ハンドベル・ケア 物品購入

402 学校給食太子堂調理場自動食器食缶洗浄機等の購入 株式会社上野製作所 物品購入

403 区立小中学校授業活用パソコンの購入 株式会社内田洋行　営業統括グループ 物品購入

404 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ開設に伴う一般什器・備品等の一括購入 株式会社三陽堂 物品購入

405 介護用ベッド等の購入（芦花ホーム、きたざわ苑） 株式会社ハンドベル・ケア 物品購入

406 総合福祉センター後利用施設他１件開設に伴う什器等の購入 株式会社ヤナギ 物品購入

407 世田谷区立総合運動場陸上競技場スタンド用ロッカー等の購入 有限会社マルカワ 物品購入

408 事務用パソコンの購入（その２） 株式会社大塚商会　LA事業部公共グループ 物品購入

409 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ開設に伴う内視鏡エリア備品等の一括購入 オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 物品購入

410 世田谷区玉川総合支所新庁舎開設に伴う一般什器・備品等の一括購入 有限会社マルカワ 物品購入

411 小学校教師用指導書（通年用・上巻）の購入 東京教科書供給株式会社 物品購入

412 庁用物品（職員用事務椅子・机・脇机・ロッカー）の購入 株式会社一和堂 物品購入

413 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ開設に伴う医療用備品等の一括購入 サンメディックス株式会社　東京第一支店 物品購入


