
契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

1 広報広聴課
生駒市広報紙「広報いこま」及び「いこま市
議会のうごき」印刷製本等（単価契約）（債務
負担行為・H28.6.1～H29.6.30）

「広報いこま」及び「いこま市議会のうご
き」を印刷

H28.5.25 H28.6.1 ㈱昭文社 指名競争入札 26,269,800

市長公室

※単価契約については予定総額を記載しています。
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契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

1 総務課
生駒市庁舎総合管理業務委託及び生
駒１号歩行者専用道総合管理業務委
託

庁舎の総合管理（警備・設備・清掃）業
務

H28.6.9 H28.6.13
㈱日経サービス
奈良支店

一般競争入札 218,781,000

2 総務課
生駒市公用車管理業務（プロポーザ
ル）（長期継続契約・H28.7.1～
H31.6.30）

公用車の管理業務 H28.6.22
㈱日経サービス
奈良支店

随意契約 65,774,400
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

3 総務課
生駒市庁舎電話交換及び受付案内業
務（長期継続契約・H28.7.1～H31.6.30）

庁舎の電話交換及び受付案内業務 H28.6.10 H28.6.23
㈱アカツキ奈良
営業所

一般競争入札 32,955,120

4 総務課
生駒市統合型地理情報システム更新
及び公開型地理情報システム導入業
務（プロポーザル）

統合型地理情報システムの更新、建築
行政支援システムの導入、公開型地理
情報システムの導入

H28.7.29
㈱パスコ奈良支
店

随意契約 17,064,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

5 防災安全課
生駒市防災行政MCA無線(同報系）整
備事業

MCA無線を利用した同報系防災行政
無線の整備

H28.6.2 H28.6.9 日本電通㈱ 一般競争入札 213,624,000

6 防災安全課
市内自転車駐車場清掃業務委託（単
価契約）

市管理の各自転車駐車場施設の清掃
及び駐輪自転車の整理

H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 1,470,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

7 防災安全課
生駒市放置自転車等移送業務委託
（単価契約）

放置自転車等の撤去に係る車両によ
る移送及び放置自転車等の撤去補助
及び移送補助

H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 870,232
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

8 防災安全課
自転車等放置防止指導等業務委託
（単価契約）

自転車等放置禁止区域内等における
自転車等の放置防止指導並びに自転
車駐車場への案内及び誘導

H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 16,859,136
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

9 防災安全課
保管自転車等返還業務委託（単価契
約）

撤去自転車保管倉庫の管理運営 H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 1,884,282
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

10 防災安全課 公共施設用防犯カメラ機器 防犯カメラ102台等の購入 H28.8.23 H28.9.8 三和通信工業㈱ 一般競争入札 24,624,000

11 情報政策課 ネットワーク運用支援業務委託
情報ネットワークの運用全般にかかる
支援

H28.4.1 日本電気㈱ 随意契約 13,230,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

12
選挙管理委
員会事務局

参議院議員通常選挙選挙公報配布業
務委託(単価契約)

選挙公報の全戸配布業務 H28.6.10
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 1,127,470
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

総務部

※単価契約については予定総額を記載しています。
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契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

1
市民活動推
進センター

市民活動推進センターららポート清掃
委託業務

市民活動推進センターららポートの清
掃業務

H28.4.1 （福）萌 随意契約 577,584
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

2 経済振興課 生駒市市民農園維持管理等業務委託 草刈等を含む維持管理 H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 2,212,800
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

3 経済振興課 くろんど池トイレ清掃業務委託 くろんど池トイレ3ヶ所の清掃 H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 1,040,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

4 経済振興課
テレワーク等推進事業委託（プロポー
ザル）

テレワーク・コワーキングスペースの運
営

H28.6.6 ㈱ワイズスタッフ 随意契約 20,637,720
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

地域活力創生部

※単価契約については予定総額を記載しています。
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契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

1 市民課
サービスコーナー窓口業務委託（債務
負担行為・H28.4.1～H33.3.31）

市民サービスコーナーにおける証明書
発行業務の委託

H28.4.1
㈱よしもとデベ
ロップメンツ

随意契約 15,650,880
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

2 課税課
生駒市ふるさと生駒応援寄附事業支援
サービス業務委託契約

ふるさと生駒応援寄附に係るシステム・
事務代行委託業務

H28.5.19
レッドホースコー
ポレーション㈱

随意契約 14,600,800
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

3 課税課
平成30年度固定資産税（土地）評価替
えに係る路線価等調査策定業務（債務
負担行為・H28.9.23～H30.3.31）

評価替えにともなう路線価の算定業務 H28.8.24 H28.9.23
㈱立地評価研
究所

一般競争入札 16,123,916

4 環境保全課 廃食用油の回収業務
家庭用食用油の各施設からの回収を
行う

H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 679,200
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

5 環境保全課
生駒市営火葬場運転及び保守点検業
務委託契約書

火葬場運転及び保守点検 H28.4.1 ㈱コモンテックス 随意契約 10,152,518
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

6 環境保全課 し尿収集及び運搬業務 し尿くみ取り、運搬 H28.4.1
㈲生駒市清掃
社

随意契約 98,280,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

7 環境保全課
不法投棄防止パトロール及び廃棄物撤
去業務

不法投棄の未然防止ﾊﾟﾄﾛｰﾙ及び不法
投棄された廃棄物の撤去

H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 834,360
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

8 環境保全課 家庭系ごみ袋販売委託業務 家庭系ごみ袋の販売を委託する H28.4.1
生駒商工会議
所

随意契約 16,198,023
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

9 環境保全課 廃棄物埋立処分委託
清掃センターで焼却後に発生する残渣
を大阪湾広域臨海環境整備センターで
埋立処分を行う。

H28.4.1
大阪湾広域臨
海環境整備セン
ター

随意契約 29,484,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

10 環境保全課 エコパーク２１包括運営業務委託
エコパーク21のプラントの運営維持管
理業務を実施する。

H28.4.1
三菱重工環境・
化学エンジニア
リング㈱

随意契約 207,339,912
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

11 環境保全課 小型家電回収事業
市内公共施設に設置する小型家電回
収ボックスに投入されたものを回収す
る

H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 834,360
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

12 環境保全課
廃棄物運搬業務委託　(長期継続契
約・H28.6.10～H31.6.30)

清掃センターで焼却後に発生した残渣
を大阪湾広域臨海環境整備センターへ
運搬する。

H28.6.8 H28.6.10 ㈱南埜建材 一般競争入札 4,471,369

13 環境保全課
生駒市道路照明灯無電極ランプ取替
工事

道路照明施設の無電極ランプへの切替 H28.8.8 H28.8.16
小南電気工業
㈱

一般競争入札 21,492,000

14 環境保全課 火葬場火葬炉及び台車等補修工事
火葬炉の補修及び台車等の耐火物の
補修工事

H28.9.8 H28.9.15 ㈱キタヤマ 一般競争入札 6,998,400

市民部

※単価契約については予定総額を記載しています。
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契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

1 高齢施策課
通所型サービスＣ（パワーアップＰＬＵＳ
教室）事業業務委託契約

運動器の機能向上プログラム、セルフケアプログラム等を
訪問型予防サービスと連動した業務を、専門職を有する事
業者に委託するもの。

H28.4.1
(福）生駒市社会
福祉協議会

随意契約 15,492,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

2 高齢施策課 地域包括支援センター業務委託

介護保険法の規定による地域包括支援センター事業とし
て、高齢者の相談に対応するほか、介護予防ケアマネジメ
ント事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント
事業等の運営を行う。

H28.4.1 （福）長命荘 随意契約 18,244,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

3 高齢施策課 地域包括支援センター業務委託

介護保険法の規定による地域包括支援センター事業とし
て、高齢者の相談に対応するほか、介護予防ケアマネジメ
ント事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント
事業等の運営を行う。

H28.4.1 （福）和幸会 随意契約 15,214,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

4 高齢施策課 地域包括支援センター業務委託

介護保険法の規定による地域包括支援センター事業とし
て、高齢者の相談に対応するほか、介護予防ケアマネジメ
ント事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント
事業等の運営を行う。

H28.4.1
（医）社団松下
会　東生駒病院

随意契約 12,214,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

5 高齢施策課 地域包括支援センター業務委託

介護保険法の規定による地域包括支援センター事業とし
て、高齢者の相談に対応するほか、介護予防ケアマネジメ
ント事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント
事業等の運営を行う。

H28.4.1
（福）生駒市社
会福祉協議会

随意契約 18,214,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

6 高齢施策課 地域包括支援センター業務委託

介護保険法の規定による地域包括支援センター事業とし
て、高齢者の相談に対応するほか、介護予防ケアマネジメ
ント事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント
事業等の運営を行う。

H28.4.1
（福）宝山寺福
祉事業団

随意契約 24,244,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

7 高齢施策課 地域包括支援センター業務委託

介護保険法の規定による地域包括支援センター事業とし
て、高齢者の相談に対応するほか、介護予防ケアマネジメ
ント事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント
事業等の運営を行う。

H28.4.1
（一財）生駒メ
ディカルセンター

随意契約 30,244,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

8 高齢施策課
生駒市高齢者交通費助成事業生きい
きカード配布等業務

生きいきカード配布業務
生きいきカード配布会場内での誘導

H28.5.6
（公社）シルバー
人材センター

随意契約 757,462
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

9 高齢施策課
小瀬保健福祉ゾーン温泉設備等維持
管理保守点検業務委託(長期継続契
約・H28.7.1～H31.6.30)

小瀬保健福祉ゾーンにおける温泉設備
等の維持管理保守点検業務

H28.5.26 H28.6.6 堀田さく井工業 一般競争入札 2,122,600

10 高齢施策課
小瀬保健福祉ゾーン斜面及び小瀬町
地内緑地草刈業務委託

小瀬保健福祉ゾーンにおける草刈業務 H28.7.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 781,418
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

11 高齢施策課
あすか野介護予防拠点施設外壁塗装
工事

あすか野介護予防拠点施設における
外壁の塗装工事

H28.9.20 H28.9.29
㈱シマダコーポ
レーション

一般競争入札 2,534,760

12 障がい福祉課 相談支援事業委託
障害者自立支援法の規定による相談支援事業として、障が
い者本人、家族等の相談に応じる他、福祉サービス利用に
関する利用調整やケアプランの作成等を行う。

H28.4.1
(福)いこま福祉
会

随意契約 10,920,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

13 障がい福祉課 相談支援事業委託
障害者自立支援法の規定による相談支援事業として、障が
い者本人、家族等の相談に応じる他、福祉サービス利用に
関する利用調整やケアプランの作成等を行う。

H28.4.1
(福)宝山寺福祉
事業団

随意契約 10,800,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

14 障がい福祉課 相談支援事業委託
障害者自立支援法の規定による相談支援事業として、障が
い者本人、家族等の相談に応じる他、福祉サービス利用に
関する利用調整やケアプランの作成等を行う。

H28.4.1 NPO法人あけび 随意契約 10,920,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

福祉健康部

※単価契約については予定総額を記載しています。
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契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

15 障がい福祉課 相談支援事業委託
障害者自立支援法の規定による相談支援事業として、障が
い者本人、家族等の相談に応じる他、福祉サービス利用に
関する利用調整やケアプランの作成等を行う。

H28.4.1 (福)萌 随意契約 10,920,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

16 障がい福祉課 地域活動支援センター事業委託
障害者自立支援法の規定による地域活動支援センター事
業として、障がい者の交流場所としての機能の他、短時間
の日中活動場所としての施設の運営を行う。

H28.4.1 (福)萌 随意契約 12,000,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

17 保護課 生駒市生活困窮者自立相談支援事業
生活困窮者に対して、複合的な課題に個別
的・包括的・継続的に対応できる体制を構築
し、自立支援を促進する業務

H28.4.1
（福）生駒市社
会福祉協議会

随意契約 12,614,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

18 介護保険課
Web版介護保険システム構築作業業務
委託

介護保険システム（Web版）の構築・導
入委託

H28.9.26
日本電子計算
㈱

随意契約 12,953,628
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

19 健康課 生駒市応急診療業務委託契約
生駒市民の急病患者に対する応急診
療業務

H28.4.1
（一財）生駒メ
ディカルセンター

随意契約 148,500,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

20 健康課
乳幼児健康診査業務委託契約
（単価契約）

3ヶ月、7ヶ月、12ヶ月、3歳6ヶ月の乳幼
児健診業務

H28.4.1
（一社）生駒市
医師会

随意契約 23,101,488
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

21 健康課
妊婦健康診査の現物給付の実施に関
する契約

母子保健法に伴う妊婦に対する健康診
査業務

H28.4.1 各医療機関 随意契約 73,185,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

22 健康課 予防接種業務委託契約　（単価契約）
ﾋﾌﾞﾜｸﾁﾝ、小児用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、ﾎﾟﾘｵ、BCG、四種混合、
三種混合、ｼﾞﾌﾃﾘｱ・破傷風Ⅱ期、麻しん風しん混合Ⅰ期、
同Ⅱ期、日本脳炎、水痘、子宮頸がんの予防接種

H28.4.1
（一社）生駒市
医師会

随意契約 203,817,572
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

23 健康課
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種業
務委託契約（単価契約）

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
（対象者：65・70・75歳 …　以下5歳刻
み）

H28.4.1
（一社）生駒市
医師会

随意契約 18,219,617
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

24 健康課 集団がん検診委託契約　（単価契約）
集団がん検診委託業務（胃がん・子宮
頸がん・肺がん・乳がん・大腸がん）

H28.4.1
（医）健康支援
三恵　三恵診療
所

随意契約 20,525,800
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

25 健康課
子宮がん検診（個別）委託契約
（単価契約）

子宮がん個別検診業務 H28.4.1
（一社）奈良県
医師会

随意契約 18,314,955
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

26 健康課
胃がん検診（個別）委託契約
（単価契約）

胃がん個別検診業務 H28.5.1
（一社）生駒市
医師会

随意契約 31,101,730
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

27 健康課
大腸がん検診（個別）委託契約
（単価契約）

大腸がん個別検診業務 H28.5.1
（一社）生駒市
医師会

随意契約 20,947,200
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

28 健康課
セラビーいこま総合管理業務
（長期継続契約・H28.7.1～H31.6.30）

セラビーいこまの総合管理業務 H28.6.9 H28.6.30 毎日美装㈱ 一般競争入札 59,400,000

福祉健康部

※単価契約については予定総額を記載しています。
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29 健康課
高齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種業務委託契
約（単価契約）

65歳以上の季節性ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
業務

H28.9.30
（一社）生駒市
医師会

随意契約 48,261,690
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

30
国保医療課
（国保係）

ジェネリック医薬品促進通知作成業務
及び情報提供委託料

ジェネリック医薬品利用差額通知作成
及びレセプトデータ情報提供の処理

H28.4.1
奈良県国民健
康保険団体連
合会

随意契約 10,108,800
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

31
国保医療課
（国保係）

特定健康診査委託料（単価契約） 特定健康診査の実施 H28.4.1
奈良県国民健
康保険団体連
合会

随意契約 67,590,600
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

32
国保医療課
（福祉医療

係）

後期高齢者医療健康診査委託料（単
価契約）

後期高齢者医療健康診査の実施 H28.4.1
奈良県国民健
康保険団体連
合会

随意契約 38,544,735
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

※単価契約については予定総額を記載しています。

福祉健康部
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1 管理課
生駒駅前歩行者専用道等総合管理業
務委託

歩行者専用道等総合管理業務委託 H28.4.1
近鉄ビルサービ
ス㈱

随意契約 22,600,944
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2
号、第6号及び第7号

2 管理課
平成28年度生駒市道草刈業務委託（そ
の２）

市道草刈業務委託 H28.5.20 H28.5.31 アート・ナカノ㈱ 一般競争入札 12,818,520

3 管理課
平成28年度生駒市道草刈業務委託（そ
の１）

市道草刈業務委託 H28.5.20 H28.6.2 ㈱吉田組 一般競争入札 12,191,040

4 管理課
平成28年度生駒市単価契約舗装補修
工事（単価契約）

舗装補修工事 H28.5.24 H28.6.3
奈良県環境緑
化協同組合

一般競争入札 30,000,000

5 管理課 平成28年度市内水路清掃業務委託 水路清掃業務 H28.5.24 H28.6.3 ㈱生駒土木 一般競争入札 9,056,880

6 管理課 軽井沢線支線６号階段改修工事 階段改修工事 H28.5.24 H28.6.3 ㈲岩城造園 一般競争入札 5,169,960

7 管理課 西旭ヶ丘地内雨水排水管布設替工事 雨水排水管布設替工事 H28.6.20 H28.6.30 船越組 一般競争入札 2,100,600

8 管理課 平成28年度道路橋定期点検業務委託 道路橋定期点検業務委託 H28.7.11 H28.7.26
（一社）近畿建
設協会

一般競争入札 4,266,000

9 管理課
光陽台6号線道路舗装工事及び人孔
鉄蓋入替工事

道路舗装工事　工事延長　L=240m　ア
スファルト舗装　A=1,250㎡

H28.7.20 H28.8.1 ㈱タカギテクノ 一般競争入札 6,208,920

10 管理課
鹿ノ台南6号線他1路線道路舗装工事
及び人孔鉄蓋入替工事

道路舗装工事　工事延長　L=220m　ア
スファルト舗装　A=1150㎡

H28.9.12 H28.9.23 大国建設㈱ 一般競争入札 5,137,560

11 管理課
真弓南61号線道路舗装工事及び人孔
鉄蓋入替工事

道路舗装工事　工事延長　L=260m　ア
スファルト舗装　A=1250㎡

H28.9.20 H28.9.30 大国建設㈱ 一般競争入札 8,015,760

12 管理課 道路台帳整備委託 道路台帳の整備 H28.9.28 H28.9.30 ㈱パスコ 指名競争入札 9,720,000

13 管理課 跨線橋定期点検業務委託 橋定期点検業務委託 H28.9.23
全日本コンサル
タント㈱

随意契約 12,960,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

14 土木課 元町菜畑線歩道整備工事 歩道整備工事 H28.5.24 H28.6.1 宿賀建設㈱ 一般競争入札 9,201,600

建設部

※単価契約については予定総額を記載しています。

（1／2ページ）



契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

15 土木課 門前町鬼取線車両用防護柵設置工事 防護柵設置工事 H28.6.8 H28.6.20 大宝商工㈲ 一般競争入札 2,571,480

16 土木課 鹿ノ台東西１号線車両用防護柵設置工事 防護柵設置工事 H28.6.20 H28.7.5
日本道路保安
㈱

一般競争入札 4,566,240

17 土木課 さつき台地内路面標示復旧工事 路面標示復旧工事 H28.8.1 H28.8.8 ㈱西谷建設 一般競争入札 1,863,000

18 土木課 井出山１号橋梁耐震補強工事 橋梁耐震補強工事 H28.9.1 ㈱高崎組 随意契約 45,144,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第8号

19 土木課
宝山寺参詣線道路整備工事（第２－３
工区）

道路整備工事 H28.8.30 H28.9.6 ㈱生駒土木 一般競争入札 14,916,960

20 土木課 芝山田線道路整備工事（第２工区） 道路整備工事 H28.9.6 H28.9.15 ㈱西本組 一般競争入札 40,292,640

21 事業計画課
平成28年度地籍調査測量業務委託
（債務負担行為・H28.6.14～H30.3.30）

測量業務 H28.6.10 H28.6.14
南海測量設計
㈱

一般競争入札 21,578,400

22 営繕課
小平尾桜ヶ丘住宅照明器具ＬＥＤ改修
工事

共用部の照明器具ＬＥＤ改修 H28.9.12 H28.9.16
ニチデン住宅設
備機器㈱

一般競争入札 2,459,160

※単価契約については予定総額を記載しています。
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1 みどり公園課 鹿ノ台中央公園他21公園清掃業務 公園・緑地の清掃 H28.4.1
(公社)生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 8,675,145
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

2 みどり公園課
生駒山麓公園ふれあいセンター送迎バ
ス運行委託

生駒山麓公園ふれあいセンターへの送
迎バス運行委託

H28.4.1 奈良交通(株) 随意契約 14,066,244
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

3 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Aブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.5.30 H28.6.13 城山造園 一般競争入札 15,769,080

4 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Bブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.5.30 H28.6.13 北川造園 一般競争入札 15,466,680

5 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Cブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.5.30 H28.6.13 乾福美園(株) 一般競争入札 12,194,280

6 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Dブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.5.30 H28.6.13 ㈲吉川翠松園 一般競争入札 15,825,240

7 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Eブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.6.1 H28.6.13 ㈲吉川翠松園 一般競争入札 18,681,840

8 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Fブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.6.1 H28.6.13 ㈲木村香翠園 一般競争入札 19,717,560

9 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Gブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.6.1 H28.6.13 ㈲木村香翠園 一般競争入札 18,098,640

10 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Hブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.6.1 H28.6.13 新家造園 一般競争入札 15,158,880

11 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Iブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.6.3 H28.6.13 吉川造園 一般競争入札 12,795,840

12 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Jブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.6.3 H28.6.13 乾福美園㈱ 一般競争入札 15,856,560

13 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Kブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.6.3 H28.6.13 ㈲吉川翠松園 一般競争入札 10,626,120

14 みどり公園課
公園・街路樹等維持管理業務(Lブロッ
ク)

樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃
作業、薬剤散布等

H28.6.3 H28.6.13
奈良県環境緑
化協同組合

一般競争入札 13,031,280

都市整備部

※単価契約については予定総額を記載しています。
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15 みどり公園課 鹿ノ台中央公園他3カ所除草業務 公園・緑地の草刈 H28.7.22
(公社)生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 4,038,848
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

16 みどり公園課 イモ山公園除草業務 公園・緑地の草刈 H28.7.22
(公社)生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 2,899,336
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

17 建築課 生駒市空き家等実態調査業務委託 空き家実態調査業務 28.5.19 H28.6.1 ㈱パスコ 一般競争入札 10,152,000

18
花のまちづく
りセンター

花のまちづくりセンター花苗育苗管理
作業業務委託

花苗育苗管理作業業務 H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 4,955,800
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

※単価契約については予定総額を記載しています。

（2／2ページ）

都市整備部



契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

1 議会事務局
速記及び会議録作成業務（単価契約・
債務負担行為・H28.6.1～H31.5.31）

本会議・委員会の速記、全文反訳原稿
作成及び会議録印刷業務

H28.5.20 H28.6.1
㈱大和速記情
報センター

指名競争入札 23,836,042

（1／1ページ）

議会事務局

※単価契約については予定総額を記載しています。



契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

1 教育総務課
あすか野小学校及び大瀬中学校プー
ルろ過装置入替工事

小学校のプールろ過装置入替工事 H28.4.8 H28.4.18 光伸㈱ 一般競争入札 10,800,000

2 教育総務課
桜ヶ丘小学校老朽化対策工事（北棟・
昇降口棟）

老朽化対策工事 H28.6.2 H28.6.9 中村建設㈱ 一般競争入札 210,600,000

3 教育総務課
生駒北小中学校屋内運動場・プール改修
及び北側通学路整備工事 （屋内運動場・
プール改修及び北側通学路整備工事）

生駒北小中学校屋内運動場、プール
改修、北側通学路整備工事

H28.6.29 ㈱淺沼組 随意契約 143,424,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第6号

4 教育総務課
小学校・中学校樹木維持管理等業務
委託

小学校・中学校の樹木維持管理業務 H28.6.29 H28.7.4 奥田造園 一般競争入札 17,176,320

5 教育総務課
小学校及び中学校情報教育用機器の
購入

情報教育用機器の購入 H28.7.7 H28.7.111
㈱ライオン事務
器

一般競争入札 10,394,676

6 教育総務課
生駒中学校光庭トップライト鉄骨梁耐
火被覆改修工事

学校の光庭トップライト鉄骨梁改修 H28.7.20 H28.7.25 日新建設㈱ 一般競争入札 2,754,000

7 教育総務課
小・中学校機械警備業務委託（長期継
続契約・H28.9.1～H33.8.31）

各小学校の夜間警備の業務委託 H28.8.9 H28.8.10 セコム㈱ 一般競争入札 6,454,280

8 教育総務課
生駒北小中学校施設整備に伴う地中
熱設備工事

地中熱設備工事 H28.8.30 H28.9.8
㈱原田鑿井設
備工業所

一般競争入札 66,312,000

9 教育総務課
あすか野小学校本館屋上防水改修工
事

学校本館屋上防水改修工事 H28.9.8 H28.9.15 ㈱ミズノ 一般競争入札 17,460,360

10 教育総務課
真弓・生駒台・生駒南第二小学校トイ
レ改修基本計画・実施設計業務

トイレ改修の基本計画・実施設計業務 H28.9.20 H28.9.23 ㈱小笠原設計 一般競争入札 7,992,000

11
学校給食
センター

学校給食センター職員用トイレ改修工
事

職員用トイレの改修 H28.6.29 H28.7.12
㈱谷口水道工
業所

一般競争入札 3,216,240

12 こども課 ひがし保育送迎車両駐車場整理業務 ひがし保育園送迎車両駐車場整理 H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 944,976
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

13 こども課 幼稚園用務員派遣業務 各幼稚園の用務員業務 H28.4.1
（公社）奈良県シ
ルバー人材セン
ター協議会

随意契約 15,776,640
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

14 こども課 生駒南小学校東館復旧工事
東館校舎を幼稚園仕様から小学校へ
復旧

H28.6.29 H28.7.6 京和建設㈱ 一般競争入札 16,885,800

15 こども課 みなみ保育園旧園舎等解体工事 みなみ保育園旧園舎等の解体工事 H28.8.30 H28.9.5 ㈱中川組 一般競争入札 15,807,960

教育振興部

※単価契約については予定総額を記載しています。

（1／1ページ）



契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

1 生涯学習課 図書会館空調設備等改修工事
生駒市図書会館の空調設備更新、トイ
レ洋式化、授乳室設置工事

H28.4.6 H28.4.20 竹田水道工業㈱ 一般競争入札 70,878,240

2 生涯学習課
たけまるホールフルコンサートグランド
ピアノ購入

スタインウェイＤ－２７４本体・椅子・音
響反射板等の購入（搬送・設置費含む）

H28.5.9 H28.5.27 ㈱ＪＥＵＧＩＡ 一般競争入札 33,325,560

3 生涯学習課 たけまるホール空調熱源機改修工事
たけまるホールの空調熱源機（ガス焚
式冷温水発生機）の更新

H28.5.23 H28.6.7 竹田水道工業㈱ 一般競争入札 69,602,760

4 生涯学習課
南コミュニティセンター第２駐車場撤去
工事

南コミュニティセンターせせらぎの第２駐
車場用地現状復旧（舗装撤去・整地等）

H28.6.29 H28.7.11 ㈲岩城造園 一般競争入札 2,907,360

5 図書館 図書搬送等業務委託料（単価契約）
市内５ヶ所の図書館、分館、図書室における返却本及び予
約本等の搬送。市内学校等への図書館報の配布。市内の
文庫への団体貸出の搬送。

H28.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 2,999,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

6
スポーツ
振興課

イモ山公園プール防水改修工事 
イモ山公園プール
プール槽のシート防水改修

H28.5.20 H28.5.31 吉野塗装㈱ 一般競争入札 6,622,560

生涯学習部

※単価契約については予定総額を記載しています。

（1／1ページ）



契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

1 総務課
休日夜間受付等業務（長期継続契約・
H28.8.1～H31.7.31）

休日夜間の電話受付、保安及び清掃業
務等

H28.6.6 H28.6.17
㈱日経サービス
奈良支店

一般競争入札 19,976,544

2 総務課
水道業務包括民間委託業務（長期継続
契約・H28.9.1～H31.8.31）

水道メータ―計量、開閉栓、メーター取
替、管理業務等（電話取り次ぎ、受付、
データ入力等）

H28.6.6 H28.6.17
㈱エンジニアサ
カウエ

一般競争入札 127,915,200

3 工務課 水道施設修繕業務（単価契約） 緊急漏水修繕 H28.4.1
生駒市上水道協
同組合

随意契約 60,652,800
地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第
2号

4 工務課
県道谷田奈良線道路拡幅工事に伴う配
水管布設替工事（２工区）

水道管の老朽化による布設替 H28.4.19 H28.4.25 友和工業㈱ 一般競争入札 10,731,960

5 工務課
生駒市流域関連公共下水道高山町136
号線工事に伴う水道管移設工事

下水道工事に支障となるための移設工
事

H28.4.19 H28.4.25 有山農工社㈱ 一般競争入札 10,099,080

6 工務課
舗装先行給水管布設替工事（鹿ノ台南
２丁目）

給水管布設替　27件 H28.7.20 H28.7.28 竹田水道工業㈱ 一般競争入札 2,518,560

7 工務課
平成28年度単価契約道路舗装本復旧
及びボックス嵩上げ工事（単価契約）

水道管の修繕工事跡の舗装本復旧工
事

H28.8.1 H28.8.5 日豊建設㈱ 一般競争入札 34,540,020

8 工務課
東生駒１丁目地内配水管布設替工事
（５－１工区）

水道管の老朽化による布設替 H28.8.1 H28.8.9 仲野水道設備㈱ 一般競争入札 7,838,640

9 工務課 本町地内配水管布設替工事 水道管の老朽化による布設替 H28.8.8 H28.8.17 仲野水道設備㈱ 一般競争入札 14,574,600

10 工務課
舗装先行給水管布設替工事（真弓南２
丁目）

給水管布設替　27件 H28.9.1 H28.9.6 ㈱森岡興産 一般競争入札 2,436,480

11 工務課
宝山寺参詣線道路整備工事（第２－３
工区）に伴う配水管布設替工事

水道管の老朽化による布設替 H28.8.30 H28.9.7 友和工業㈱ 一般競争入札 5,888,160

12
工務課
浄水場

水道施設敷地内除草剪定業務 水道施設敷地内除草剪定 H28.5.23
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 2,180,465
地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第
3号

13
工務課
浄水場

平成28年度取水井浚渫工事 取水井浚渫 H28.5.20 H28.5.30 大阪水源開発㈱ 一般競争入札 3,650,400

14
工務課
浄水場

生駒市上水道施設運転管理業務
(長期継続契約・H28.10.1～H31.9.30）

上水道施設運転管理 H28.6.20 H28.7.1
㈱ウォーター
エージェンシー

一般競争入札 311,040,000

※単価契約については予定総額を記載しています。

（1／3ページ）

上下水道部



契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

15
工務課
浄水場

真弓浄水場本館照明設備更新他工事 照明設備等改良 H28.8.16 ㈱きんでん 随意契約 5,508,000
地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第
6号

16 下水道課
生駒市流域関連公共下水道松美台238
号線工事及び水道管移設工事

開削　φ200　L=325ｍ
推進　φ200　L=62ｍ
水道移設工事一式

H28.4.6 H28.4.19 西和工事㈱ 一般競争入札 70,046,640

17 下水道課
生駒市流域関連公共下水道小明町13
号線工事及び水道管移設工事

開削　φ200　L=344ｍ
水道管移設工事一式

H28.5.20 H28.6.2 ㈱安田工務店 一般競争入札 36,353,880

18 下水道課 東生駒4丁目地内人孔鉄蓋入替工事 人孔鉄蓋入替工 H28.6.8 H28.6.17 ㈱林 一般競争入札 8,976,960

19 下水道課 小明町地内管渠更生工事 管渠更生工 H28.6.8 H28.6.20
㈱アキエンター
プライズ

一般競争入札 2,403,000

20 下水道課
生駒市流域関連公共下水道高山町136
号線工事

開削　φ200　L=341ｍ　φ150　L=42ｍ H28.6.20 H28.6.29 高山建設㈱ 一般競争入札 35,557,920

21 下水道課
生駒市流域関連公共下水道西旭ヶ丘
227号線工事及び水道管移設工事

開削　φ200　L=106ｍ
推進　φ250　L=47ｍ　φ200　L＝204m
水道管移設工事一式

H28.8.17 H28.8.25 ㈱中野 一般競争入札 94,674,960

22 下水道課
生駒市流域関連公共下水道西旭ヶ丘
214号線工事に伴う測量設計業務

測量　4級基準点　12点　　A=1.9万㎡
設計　開削工法　L=578ｍ

H28.8.23 H28.9.1 ㈱ウエスコ 一般競争入札 6,717,600

23 下水道課
生駒市流域関連公共下水道新旭ヶ丘
204号線工事

開削　φ200　L=359ｍ H28.8.23 H28.9.1 高山建設㈱ 一般競争入札 36,242,640

24 下水道課
生駒市流域関連公共下水道有里町
212-2号線工事に伴う測量設計土質調
査業務

測量　4級基準点　14点　　A=1.7万㎡
設計　開削　L=654ｍ　推進　L=20ｍ
土質ボーリング

H28.8.23 H28.9.6
㈱間瀬コンサル
タント

一般競争入札 8,067,600

25 下水道課
生駒市流域関連公共下水道俵口町454
号線工事及び水道管移設工事

開削　φ200　L=144ｍ　φ150　L=46ｍ
推進　φ200　L＝120ｍ
水道管移設工事一式

H28.9.6 H28.9.12 上野建材㈱ 一般競争入札 69,191,280

26 下水道課
生駒市流域関連公共下水道西松ヶ丘
470号線工事及び水道管移設工事

開削　φ200　L=232ｍ
推進　φ200　L＝80ｍ
水道管移設工事一式

H28.9.8 H28.9.26 ㈱井上善土建 一般競争入札 59,997,240

27 下水道課
生駒市流域関連公共下水道壱分町220
号線工事及び水道管移設工事

開削　φ200　L=368ｍ
推進　φ350　L＝20ｍ
水道管移設工事一式

H28.9.8 H28.9.26 ㈱安田工務店 一般競争入札 54,389,880

28
竜田川浄化

センター

平成28年度竜田川浄化センター等運転
管理等業務委託（竜田川浄化センター
所管分）

竜田川浄化センターの運転管理業務等 H28.4.1
㈱ウォーター
エージェンシー

随意契約 96,918,120
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

上下水道部

※単価契約については予定総額を記載しています。

（2／3ページ）



契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

29
竜田川浄化

センター
平成28年度山田川浄化センター等運転
管理等業務委託

山田川浄化センター及び中継ポンプ場
６ヶ所の運転管理業務等

H28.4.1
クボタ環境サー
ビス㈱

随意契約 81,336,960
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

30
竜田川浄化

センター
平成28年度水質検査等業務委託

竜田川浄化センター等の水質検査等業
務

H28.4.18 H28.4.20 エヌエス環境㈱ 一般競争入札 7,560,000

31
竜田川浄化

センター
竜田川浄化センター自家発電機修繕工
事

竜田川浄化センター自家発電気のオー
バーホール

H28.6.17
ダイハツディー
ゼル㈱

随意契約 7,767,360
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

32
竜田川浄化

センター
平成28年度浄化センター及び中継ポン
プ場電気設備点検委託

浄化センター及び中継ポンプ場6ヶ所の
電気設備の点検

H28.7.25
東芝電機サービ
ス㈱

随意契約 10,638,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

※単価契約については予定総額を記載しています。

（3／3ページ）

上下水道部



契約締結後における契約概要公表書（平成28年度上半期分） 様式２号

№ 担当課 契約件名 契約内容 入札執行日 契約締結日 契約相手方 契約方法 契約金額 随意契約根拠規定

1 総務課 （新）機動第４分団拠点施設整備工事
旧消防署北分署の庁舎を解体し、跡地
に盛土の造成工事を行い、拠点施設を
建設

H28.6.15 H28.6.29 ㈱長谷川工務店 一般競争入札 110,829,600

2 総務課
消防団機動第３分団拠点施設耐震補強
改修工事

庁舎の玄関庇、ホース乾燥棟を撤去及
び、壁面の一部を補強

H28.8.1 H28.8.12 下西工務店 一般競争入札 5,853,600

3 警防課 化学消防ポンプ自動車 車両の艤装及び資機材等の購入 H28.5.18 H28.6.27 長野ポンプ㈱ 指名競争入札 81,539,137

4 警防課 小型動力ポンプ付積載車 車両の艤装及び資機材等の購入 H28.9.6 H28.9.23 尾浦自動車㈱ 指名競争入札 9,719,263

消防本部

※単価契約については予定総額を記載しています。

（1／1ページ）




