
随意契約結果　(令和2年10月～）

件　　名 発注課 契約の相手方
契約金額
(消費税込）

契約年月日 根拠法令 備　考

戸籍システム改修委託 住民課
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　西日本支店

1,496,000 円 令和2年10月20日 第　2　号

戸籍附票システム改修委託 住民課 株式会社ＢＣＣ 2,524,500 円 令和2年10月1日 第　2　号

子ども医療費システム改修業務
委託

住民課 株式会社ＢＣＣ 767,250 円 令和2年11月12日 第　2　号

高齢者医療制度見直しに伴うシス
テム改修業務委託

住民課 株式会社ＢＣＣ 984,500 円 令和2年12月16日 第　2　号

個人住民税システム改修業務委
託

税務課 株式会社ＢＣＣ 2,200,000 円 令和2年10月21日 第　2　号

給与支払報告書等データ入
力業務委託

税務課 株式会社ＢＣＣ 679,800 円 令和3年1月4日 第　2　号

電子決済サービス導入に伴う
システム改修業務委託

税務課 株式会社ＢＣＣ 1,267,200 円 令和3年1月12日 第　2　号

須恵町緊急通報システム貸与事
業運営委託

福祉課 株式会社　あんしんサポート

据置型緊急通報装置
1,650円

携帯型緊急通報装置
1,870円

令和3年4月1日 第　2　号 単価契約

新型コロナウイルスワクチン接種体
制確保事業に係るシステム改修
業務委託

健康増進課 株式会社ＢＣＣ 643,500 円 令和3年2月4日 第　2　号

新型コロナウイルスワクチン接種
クーポン券印刷印字業務委託

健康増進課 株式会社ＢＣＣ 4,985,570 円 令和3年2月4日 第　２　号

超低温冷凍庫購入 健康増進課 正晃株式会社 4,005,320 円 令和3年2月19日 第　５　号

須恵町新型コロナウイルスワクチン
接種対策事務局複合機賃貸借

健康増進課 富士ゼロックス福岡株式会社

①　賃貸借料
　月額８，８００円（税込）

②　コピー料金
　モノクロ1枚　4.5円（税抜）
　カラー1枚　19.0円（税抜）

令和3年3月1日 第　５　号

標準学力調査テスト購入 子ども教育課東京書籍株式会社九州支社 1,528,440 円 令和2年11月2日 第　2　号

遠隔授業対応大型提示装置追
加購入

子ども教育課株式会社アステム 5,988,675 円 令和3年1月27日 第　7　号

ICT環境整備備品購入（令和2年
度追加購入分）

子ども教育課株式会社学映システム福岡営業所 3,599,200 円 令和3年2月24日 第　6　号

須恵町事業所支援情報パンフ
レット印刷製本業務

地域振興課 株式会社　昭和堂九州支店 1,204,500 円 令和2年10月12日 第　2　号
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須恵町生活支援商品券配送業
務

地域振興課 粕屋南郵便局

封入・封かん　50円/通
運賃　県内451円/通

第1地帯（九州、中国地方）
490円/通

第2地帯（近畿、四国地方）
555円/通

第3地帯（北陸、東海地方）
640円/通

第4地帯（関東、信越地方）
771円/通

第6地帯（北海道、東北地方）
998円/通

第7地帯（沖縄）595円/通

令和2年10月30日 第　6　号 単価契約

荒廃森林整備事業 強度間伐業
務委託

地域振興課 福岡県広域森林組合 1,056,000 円 令和3年2月19日 第　2　号

須恵町指定ごみ袋製作業務 地域振興課 株式会社モロフジ 2,353,560 円 令和3年2月16日 第　5　号

コミュニティバスルート案策定業務
委託　Ⅱ期

まちづくり課 日本工営株式会社福岡支店 2,387,000 円 令和2年10月12日 第　6　号

コミュニティバス（青）インジェク
ター等修繕

まちづくり課 今泉自動車株式会社 317,350 円 令和2年10月2日 第　5　号

契約入札関連システム整備業務
委託

まちづくり課 株式会社九州日立システムズ 3,465,000 円 令和2年11月20日 第　2　号

須恵町公式LINE導入・運用支援
業務委託

まちづくり課 プレイネクストラボ株式会社 1,650,000 円 令和2年11月16日 第　2　号

コミュニティバス（ポンチョ）購入 まちづくり課 九州日野自動車株式会社 22,682,370 円 令和2年12月11日 第　2　号

コミュニティバス（10人乗り）購入 まちづくり課 福岡トヨペット株式会社 9,000,000 円 令和2年12月11日 第　2　号

バスドア修繕（控え） まちづくり課 内田自動車工業株式会社 706,398 円 令和2年12月22日 第　5　号

家賃支援給付金申請サポート業
務委託

総務課 株式会社ＳＵＥＮＯＢＡ 955,350 円 令和2年10月1日 第　2　号

就学援助世帯生活応援米配送
業務委託

総務課 粕屋農業協同組合　南部プラザ 2,495,000 円 令和2年10月1日 第　2　号

キャッシュレス決済還元キャン
ペーン業務委託

総務課 PayPay株式会社 17,700,000 円 令和2年10月28日 第　2　号

団体内統合宛名ネットワーク機器
更新業務委託

総務課 株式会社ＢＣＣ 990,000 円 令和2年11月11日 第　2　号
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須恵町土地評価システムサーバ
移設・アップデート業務委託

総務課 アジア航測株式会社福岡支店 2,238,500 円 令和2年11月11日 第　2　号

須恵町統合型GISサーバ移設・
アップデート業務委託

総務課 アジア航測株式会社福岡支店 3,449,600 円 令和2年11月11日 第　2　号

投票用紙自動交付機購入 総務課 グローリー株式会社九州支店 2,173,600 円 令和2年11月11日 第　6　号

自書式投票用紙分類機リース 総務課 株式会社JECC 6,128,760 円 令和2年11月11日 第　6　号

J-LISデータセンター移行に伴う試
験工程対応業務

総務課 株式会社ＢＣＣ 715,000 円 令和2年12月9日 第　2　号

図書消毒機購入 総務課 株式会社図書館流通センター 902,000 円 令和3年1月6日 第　6　号

分散勤務及びテレワーク用ノートパ
ソコン購入

総務課 株式会社ソリトンシステムズ福岡営業所 4,062,300 円 令和3年1月6日 第　6　号

タブレット端末購入 総務課 日本通信サービス株式会社 5,225,760 円 令和3年2月3日 第　2　号

コンビニ交付システム保守業務委
託

総務課 株式会社ＢＣＣ 2,640,000 円 令和2年4月1日 第　2　号

コンビニ交付システムクラウドサー
ビス利用料

総務課 株式会社ＢＣＣ 18,150,000 円 令和3年3月1日 第　2　号


