
建設工事等発注計画書（　　　）
入 間 市

工 期入札・契約No. 課(所･局)名 工事（業務）名称 入札時期工事（業務）場所 種 別 概 要 方法 開始 完了

当初令和４年度

1 管財課 入間市役所本庁舎排水管等清掃業務委託 その他の業務 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 05.03油水分離槽、汚水槽、排水管等の清掃

公園遊具施設点検業務（劣化点検）1式��対2 都市計画課 入間市内公園遊具施設点検業務委託 その他調査業務 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.07象公園 179公園

3 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内北口地区地質調査業務委託 地質調査業務 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.06土質分析業務

上下水道地理情報システムにおける定期保守上下水道地理情報システム運用保守業
4 上下水道給排水課 入間市庁舎内及び鍵山浄水場 測量業務 随意契約 ４月 上旬 04.04 05.03、障害対応、及び更新データをシステムに導務委託

入する業務

プールろ過装置の始業及び終業点検、並びに5 教育総務課 公立小・中学校小中学校プールろ過装置保守業務委託 その他の業務 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.10業務期間内の保守管理を行う。

暖房機、冷房機及び冷暖房機の点検、不時の6 教育総務課 公立小・中学校小中学校冷暖房機保守業務委託 その他の業務 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 05.03故障等の対応を行う。

武蔵中学校ガスヒートポンプ保守業務 ガスヒートポンプの点検及び不時の故障等の7 教育総務課 武蔵中学校 その他の業務 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 05.03委託 対応を行う。

豊岡小学校外１５校職員便所大便器改 建築コンサルタ 職員便所の大便器改修工事に関する実施設計8 教育総務課 公立小学校 指名競争入札 ４月 上旬 04.04 04.07修工事実施設計業務委託 ント業務 を行う。

入間市地域公共交通計画見直し業務委 建設コンサルタ （1）市民意識調査��（2）地域公共交通計画9 都市計画課 入間市内 指名競争入札 ４月 中旬 04.04 05.03託 ント業務 の作成��（3）公共交通協議会の運営支援

埼玉県流域下水道接続等取扱要綱第１２条（
接続点）及び第１３条（特定事業所等）に基建設コンサルタ10 上下水道給排水課 入間市内全域特定事業場等排出水水質調査業務委託 指名競争入札 ４月 中旬 04.05 05.03づき、各事業所等の排出水の水質調査及び流ント業務 域下水道接続点２４時間水質及び流量調査に
関する業務

公共下水道管路施設調査業務委託（Ｒ
11 上下水道管理課 大字寺竹地内外 その他の業務 指名競争入札 ４月 中旬 04.05 05.03汚水管カメラ調査４－１）
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12 上下水道管理課 東藤沢一丁目地内外林川及び管路敷地内除草等業務委託 その他の業務 指名競争入札 ４月 中旬 04.05 04.11林川草刈り及び水路内簡易清掃

新庁舎等を整備するにあたり、Ｃ棟及び駐車
場棟の改修、Ａ・Ｂ棟の解体に先立ち、大気公共施設マネジメ 新庁舎等整備に係るアスベスト事前調

13 入間市豊岡一丁目１６番１号 その他調査業務 指名競争入札 ４月 下旬 04.05 04.07汚染防止法などの規定により義務付けのあるント推進課 査業務委託
アスベストの事前調査を行います。

建設コンサルタ14 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内北口地区地下調整池実施設計 指名競争入札 ４月 下旬 04.05 05.03地下調整池実施設計業務ント業務

(1)事業フレームの検討��(2)地権者意向調査土地利用計画事業フレーム検討業務委
15 都市計画課 入間市内 その他調査業務 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03の実施��(3)新たな産業団地としての可能性託

調査��(4)関係機関等協議資料準備

公共下水道管路施設耐震化詳細設計業 建設コンサルタ 管渠耐震化設計Ｌ＝１９９．８２ｍ、標準マ16 上下水道整備課 入間市豊岡一丁目地内　外 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03務委託（Ｒ４－１） ント業務 ンホール本体耐震化及び浮上防止設計　外

公共下水道管路施設耐震診断調査（詳 建設コンサルタ 管路施設耐震診断調査（詳細診断）Ｌ＝２５17 上下水道整備課 入間市鍵山二丁目地内　外 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03細診断）業務委託（Ｒ４－１） ント業務 ０４．７１ｍ

荒川右岸流域関連入間公共下水道事業 建設コンサルタ18 上下水道整備課 入間市内 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03下水道事業変更認可業務　外計画変更図書等作成業務委託 ント業務

西武狭山グリーンヒル内汚水管渠改築 建設コンサルタ19 上下水道整備課 入間市大字上藤沢 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03管路実施設計詳細設計業務委託 ント業務

東金子西武第一送水管整備基本設計業 建設コンサルタ20 上下水道整備課 入間市小谷田四丁目・大字小谷田 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03委託延長Ｌ＝２，８４０．０ｍ務委託 ント業務

21 上下水道管理課 鍵山浄水場外１０施設水道施設除草及び樹木剪定業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03水道施設の除草及び樹木剪定等

22 上下水道管理課 市内各所洗管業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03水道管の洗管作業
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選挙管理委員会事 参議院議員通常選挙の執行に伴う選挙公報の23 市内全域参院選　選挙公報全戸配布業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 04.07務局 全戸配布

選挙管理委員会事 参議院議員通常選挙の執行に伴う投票所入場24 入間市役所参院選　入場券印刷業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 04.07務局 券の印刷

小中学校校庭スプリンクラー保守点検 校庭に設置してある、散水設備の点検、清掃25 教育総務課 別紙仕様書のとおり その他の業務 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03業務委託 を行う。

26 教育総務課 別紙仕様書のとおり小中学校浄化槽水質検査業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 05.03浄化槽処理水を採取し、分析を行う。

小中学校遊具・体育器具等点検業務委 遊具及び体育器具等の安全性に係る点検を行27 教育総務課 別紙仕様書のとおり その他の業務 指名競争入札 ５月 上旬 04.05 04.08託 う。

令和５年度課税に向けた画地計測、デ－タ化
及び時点修正関連の資料作成を行う。また、補償コンサルタ28 資産税課 市内全域固定資産評価業務 随意契約 ５月 中旬 04.06 05.03令和６年度評価替えに向けて必要な作業を行ント業務 う。

市道幹３６号線（桂通り）道路交通振 建設コンサルタ ◎道路交通振動分析調査��◎自動車交通量分29 生活環境課 金子桂地区 指名競争入札 ５月 中旬 04.05 04.10動等分析調査業務 ント業務 析調査

北口地区黒須中央通り線詳細設計業務 建設コンサルタ30 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内 指名競争入札 ５月 中旬 04.06 05.03公共下水道工事設計業務委託（汚水） ント業務

31 上下水道管理課 市内７箇所減圧弁保守点検業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 中旬 04.05 04.11減圧弁保守点検

水道施設火災報知設備等保守点検業務
32 上下水道管理課 鍵山浄水場外６施設 その他の業務 指名競争入札 ５月 中旬 04.06 05.03火災報知設備等の保守点検委託

水道施設の水位調整弁・緊急連絡弁の保守点33 上下水道管理課 市内３箇所調整弁等保守点検業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 中旬 04.05 04.08検
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34 上下水道管理課 豊岡、金子地区漏水調査業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 中旬 04.05 05.03漏水調査

小中学校フロン排出抑制法点検業務委 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に35 教育総務課 別紙仕様書のとおり その他の業務 指名競争入札 ５月 中旬 04.05 05.03託 関する法律に基づく点検を行う。

受水槽、高置水槽及び付帯設備等の清掃、錆36 教育総務課 公立小・中学校小中学校貯水槽清掃業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 中旬 04.05 04.09落とし及び点検を行う。

安川新設道（第３期）用地・路線測量
37 道路整備課 入間市東町六丁目・大字下藤沢地内 測量業務 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 04.12用地・路線測量　１式業務委託

街路樹管理業務委託（その１～その４ 入間市豊岡・東金子・金子・宮寺・二
38 道路整備課 その他の業務 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 05.03除草及び樹木剪定等） 本木・藤沢・西武地区

建設コンサルタ39 道路整備課 入間市内全域橋梁点検業務委託 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 05.0256橋ント業務

建設コンサルタ40 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内北口地区馬頭坂橋橋梁点検業務委託 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 05.03橋梁点検業務委託ント業務

更新した上下水道施設を上下水道地理情報シ上下水道地理情報システムデータ更新
41 上下水道給排水課 入間市内全域 その他の業務 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 05.03ステムに反映できるようデータを構築する業業務委託

務

42 上下水道管理課 寺竹配水場寺竹配水場電気設備点検業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 05.03電気設備保守点検

浄水施設天日乾燥床透水シート設置業 浄水汚泥処理施設の天日乾燥床に、透水シー43 上下水道管理課 鍵山浄水場 その他の業務 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 04.12務委託 トを設置

44 上下水道管理課 豊岡配水場外５施設配水施設電気設備点検業務委託 その他の業務 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 05.03配水施設の電気設備点検
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金子中学校外６校埋設プロパンガス管 埋設プロパンガス管の耐震改修工事に関する45 教育総務課 別紙仕様書のとおり その他の業務 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 04.12耐震改修工事実施設計業務委託 実施設計を行う。

東金子小学校外９校埋設プロパンガス 建築コンサルタ 埋設プロパンガス管の耐震改修工事に関する46 教育総務課 別紙仕様書のとおり 指名競争入札 ５月 下旬 04.06 04.12管耐震改修工事実施設計業務委託 ント業務 実施設計を行う。

入間市駅北口区画整理地内樹木伐採業
47 管財課 入間市河原町１２２１－８４　他 その他の業務 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 04.09桜の木７本の伐採等務委託

今後のまちづくりを推進するにあたり、進出
する可能性のある企業へのアンケート及びヒ

48 商工観光課 入間市企業ニーズ調査業務委託 その他の業務 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 04.10アリングを行い、具体的な事業の成立性を検
討する調査。

北口地区黒須中央通り線詳細設計業務 建設コンサルタ49 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 05.03街路築造設計業務委託（街路） ント業務

不老川緊急治水対策事業（不老橋架け替え工入間市消防団第５分団第２部消防車庫 建築コンサルタ50 危機管理課 入間市大字下藤沢１０９７番地７ 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 04.12事）に伴い解体した入間市消防団第５分団第新設実施設計業務委託 ント業務 ２部消防車庫を新設するための実施設計業務

51 上下水道管理課 鍵山浄水場浄水施設電気設備点検業務委託 その他の業務 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 05.03浄水施設の電気設備点検

52 上下水道管理課 藤沢配水場藤沢配水場配水池清掃業務委託 その他の業務 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 04.12配水池２池の内部清掃

市内小学校の給食室の換気扇等の清掃を行う53 教育総務課 公立小学校小学校給食室換気扇等清掃業務委託 その他の業務 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 04.10。

小中学校重油地下タンク気密漏洩検査 消防法第１４条の３の２に基づく検査及び清54 教育総務課 別紙仕様書のとおり その他の業務 指名競争入札 ６月 上旬 04.06 04.10業務委託 掃を行う。

上藤沢中学校屋内運動場外壁等改修工 建築コンサルタ 屋内運動場の外壁等改修工事に関する工事監55 教育総務課 上藤沢中学校 随意契約 ６月 上旬 04.06 05.01事監理業務委託 ント業務 理を行う。
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扇小学校屋内運動場共用便所改修等工 建築コンサルタ 屋内運動場の共用便所を男女別及びバリアフ56 教育総務課 扇小学校 随意契約 ６月 上旬 04.06 04.11事監理業務委託 ント業務 リートイレに改修する工事の監理を行う。

東町小学校屋内運動場外壁等改修工事 建築コンサルタ 屋内運動場の外壁等改修工事に関する工事監57 教育総務課 東町小学校 随意契約 ６月 上旬 04.06 05.01監理業務委託 ント業務 理を行う。

藤沢北小学校校舎便所改修工事監理業 建築コンサルタ 校舎縦系統の便所改修工事に関する工事監理58 教育総務課 藤沢北小学校 随意契約 ６月 上旬 04.06 04.11務委託 ント業務 を行う。

建設コンサルタ59 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内北口地区霞橋近接護岸擁壁修正委託 指名競争入札 ６月 中旬 04.07 05.03護岸擁壁修正委託業務ント業務

北口地区北口中央通り線外詳細設計業 建設コンサルタ60 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内 指名競争入札 ６月 中旬 04.07 05.03街路築造、雨水布設工事設計業務務委託（街路・雨水） ント業務

本庁舎高圧非常用発電機３０％模擬負 本庁舎高圧非常用発電機の３０％模擬負荷試61 管財課 入間市役所 その他の業務 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 05.03荷試験業務委託 験

・本調査の概要　・前提条件の整理　・マー
ケットサウンディングの実施��・マーケット

62 都市計画課 入間市内パークＰＦＩ導入可能性調査業務委託 その他調査業務 指名競争入札 ６月 下旬 04.06 05.03サウンディングを踏まえた検証��・ＰＰＰ事
業手法の検討・財政シュミレーション　・事
業手法　・スキームの定性的評価

63 都市計画課 入間市内加治丘陵境界確定測量業務委託 測量業務 指名競争入札 ６月 下旬 04.06 04.12測量面積22,000㎡ 筆数7筆

公園施設長寿命化計画策定業務委託 1.0式建設コンサルタ64 都市計画課 入間市内公園施設長寿命化計画策定業務委託 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 05.03�近隣公園 3公園、街区公園 45公園��遊具ント業務 　203基 便所 1箇所

建設コンサルタ65 道路整備課 入間市豊岡一丁目地内トントン橋撤去設計業務委託 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 04.12橋撤去設計　１式ント業務

建設コンサルタ66 道路整備課 入間市大字根岸地内根岸大橋耐震補強設計業務委託 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 04.12耐震補強設計　１式ント業務



建設工事等発注計画書（　　　）
入 間 市

工 期入札・契約No. 課(所･局)名 工事（業務）名称 入札時期工事（業務）場所 種 別 概 要 方法 開始 完了

当初令和４年度

上藤沢・林・宮寺間新設道路用地測量
67 道路整備課 入間市宮寺地内 測量業務 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 04.10用地測量修正　１式修正業務委託

建設コンサルタ68 道路整備課 入間市宮寺地内大橋耐震補強設計業務委託 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 04.12耐震補強設計　１式ント業務

建築コンサルタ 令和３年度に行った実施設計に基づく、黒須69 スポーツ推進課 黒須地区体育館黒須地区体育館改修工事監理業務委託 随意契約 ６月 下旬 04.07 04.12ント業務 地区体育館改修工事の監理業務委託。

70 上下水道管理課 豊岡配水場外７施設中央監視制御設備保守点検業務委託 その他の業務 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 05.03中央監視制御設備の保守点検

東町小学校校舎外壁等改修工事実施設 建築コンサルタ 校舎の外壁等改修工事に関する実施設計を行71 教育総務課 東町小学校 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 05.02計業務委託 ント業務 う。

藤沢小学校校舎便所改修工事実施設計 建築コンサルタ 校舎縦系統の便所改修工事に関する実施設計72 教育総務課 藤沢小学校 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 05.02業務委託 ント業務 を行う。

屋内運動場の共用便所を男女別及びバリアフ藤沢東小学校屋内運動場共用便所改修 建築コンサルタ73 教育総務課 藤沢東小学校 指名競争入札 ６月 下旬 04.07 04.12リートイレに改修するための実施設計を行う等工事実施設計業務委託 ント業務 。

建設コンサルタ74 生活環境課 市内全域大気環境調査業務委託 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 05.03ダイオキシン類等の大気測定ント業務

75 道路管理課 入間大字南峯・大字寺竹都市基準点測量業務委託 測量業務 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 05.02都市基準点測量業務

豊岡学童保育室及び東金子学童保育室 建築コンサルタ76 青少年課 入間市向陽台一丁目１番地１４　他 随意契約 ７月 上旬 04.07 05.03学童保育室2施設の解体工事監理業務解体工事監理業務委託 ント業務

水道事業が使用する企業会計システムの切替77 上下水道経営課 入間市役所企業会計システム切替業務委託 その他の業務 随意契約 ７月 上旬 04.07 04.10業務委託



建設工事等発注計画書（　　　）
入 間 市

工 期入札・契約No. 課(所･局)名 工事（業務）名称 入札時期工事（業務）場所 種 別 概 要 方法 開始 完了

当初令和４年度

企業会計システム切替業務委託（下水 下水道事業が使用する企業会計システムの切78 上下水道経営課 入間市役所 その他の業務 随意契約 ７月 上旬 04.07 04.10道事業） 替業務委託

国道４６３号線配水管布設替実施設計 建築コンサルタ79 上下水道整備課 入間市東町一丁目・東町三丁目 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 05.03委託延長Ｌ＝４６４．０ｍ業務委託 ント業務

市道Ａ３８８号線配水管布設替実施設 建設コンサルタ80 上下水道整備課 入間市東町四丁目 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 05.03委託延長Ｌ＝５０５．０ｍ計業務委託 ント業務

市道Ｂ１９号線配水管布設替実施設計 建設コンサルタ81 上下水道整備課 入間市森坂・牛沢町 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 05.03委託延長Ｌ＝２６６．０ｍ業務委託 ント業務

市道Ｂ５４３号線配水管布設替実施設 建設コンサルタ82 上下水道整備課 入間市大字小谷田 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 05.03委託延長Ｌ＝４１５．０ｍ計業務委託 ント業務

市道Ｃ６１８・Ｃ６２４号線外２路線 建設コンサルタ83 上下水道整備課 入間市大字上谷ケ貫・大字下谷ケ貫 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 05.03委託延長Ｌ＝７０４．０ｍ配水管布設替実施設計業務委託 ント業務

市道幹３６号線配水管布設替実施設計 建設コンサルタ84 上下水道整備課 入間市大字南峯 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 05.03委託延長Ｌ＝１５．０ｍ業務委託 ント業務

85 上下水道管理課 東金子、宮寺、二本木地区消火栓保守点検業務委託 その他の業務 指名競争入札 ７月 上旬 04.07 05.02消火栓の保守点検

北口地区北口中央通り線外詳細設計業 建設コンサルタ86 区画整理課 入間市駅北口土地区画整理地内 指名競争入札 ７月 中旬 04.08 05.03公共下水道工事設計業務務委託（汚水） ント業務

道路台帳更新 １式��調書作成 １式��全路
87 道路管理課 入間市内全域道路台帳更新業務委託 測量業務 指名競争入札 ７月 下旬 04.08 05.03線調書集計 １式��路線網図等更新・出力

１式

建設コンサルタ88 道路整備課 入間市大字花ノ木地内上橋２補修設計業務委託 指名競争入札 ７月 下旬 04.08 05.02橋梁補修設計 1橋ント業務
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入 間 市

工 期入札・契約No. 課(所･局)名 工事（業務）名称 入札時期工事（業務）場所 種 別 概 要 方法 開始 完了

当初令和４年度

建設コンサルタ89 道路整備課 入間市大字仏子地内西武２９号橋補修設計業務委託 指名競争入札 ７月 下旬 04.08 05.02橋梁補修設計 1橋ント業務

児童センター玄関ポーチ等改修工事監 建築コンサルタ90 青少年課 児童センター 随意契約 ８月 上旬 04.09 05.03児童センター玄関ポーチ等改修工事監理理業務委託 ント業務

建設コンサルタ91 上下水道管理課 鍵山浄水場鍵山浄水場改修工事監理業務委託 随意契約 ８月 上旬 04.08 06.03鍵山浄水場改修工事に関する工事監理業務ント業務

92 道路整備課 入間市森坂から大字木蓮寺地内圏央道側道除草業務委託 その他の業務 指名競争入札 ８月 中旬 04.08 04.10除草

市内全域の航空写真の撮影・家屋異動図の作93 資産税課 市内全域航空写真・家屋異動図等作成業務委託 測量業務 指名競争入札 ８月 下旬 04.09 05.03成

仏子駅構内跨線人道橋補修設計業務委 建設コンサルタ94 道路整備課 入間市大字仏子地内 指名競争入札 ８月 下旬 04.09 05.03橋梁補修設計 1橋託 ント業務

95 上下水道管理課 東藤沢一丁目地内外林川清掃業務委託 その他の業務 指名競争入札 ９月 上旬 04.09 04.11林川の土砂収集及び処分

96 上下水道管理課 市内各所空気弁保守点検業務委託 その他の業務 指名競争入札 １０月上旬 04.10 05.03空気弁の保守点検

建設コンサルタ97 教育総務課 別紙仕様書のとおり小中学校煤煙測定業務委託 指名競争入札 １０月中旬 04.10 05.03ボイラーの排ガス測定及び分析を行う。ント業務

藤沢北学童保育室及び高倉学童保育室 建築コンサルタ98 青少年課 入間市東町七丁目１０番２０号　外 随意契約 １０月下旬 04.11 05.03学童保育室2施設の解体工事監理業務解体工事設計業務委託 ント業務

自動車交通騒音常時監視（面的評価） 建設コンサルタ99 生活環境課 県道川越入間線 指名競争入札 １１月中旬 04.11 05.03自動車交通騒音等の測定業務委託 ント業務
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100 上下水道経営課 入間市内固定資産算定業務委託 その他の業務 随意契約 １１月中旬 04.11 05.03下水道事業の固定資産の算定とデータ処理

101 教育総務課 公立小・中学校小中学校窓ガラス清掃業務委託 その他の業務 指名競争入札 １２月中旬 04.12 05.03校舎及び屋内運動場の窓ガラスを清掃する。

102 上下水道管理課 鍵山浄水場先取水施設砂利浚渫業務委託 その他の業務 指名競争入札 １月 中旬 05.02 05.03取水施設砂利浚渫

選挙管理委員会事 埼玉県議会議員一般選挙の執行に伴う選挙公103 市内全域県議選　選挙公報全戸配布業務委託 その他の業務 指名競争入札 １月 中旬 05.01 05.03務局 報の全戸配布

選挙管理委員会事 埼玉県議会議員一般選挙の執行に伴う投票所104 入間市役所県議選　入場券印刷業務委託 その他の業務 指名競争入札 １月 中旬 05.01 05.03務局 入場券の印刷


