
契約締結後における契約概要公表書（令和元年度上半期分） 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 人事課
人事情報総合システム再構築業務
（LGWANクラウド）にかかる業務委託契
約

人事情報総合システムの再構築に伴う
作業及び開発

R1.8.1

ＤＩＲインフォメー
ションシステム
ズ㈱公共システ
ム本部

随意契約 6,480,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

2 人事課
人事情報総合システムにかかる使用
許諾及び保守契約（長期継続契約
R1.9.1～R6.8.31）

人事情報総合システムの使用許諾及
び保守の委託

R1.8.1

ＤＩＲインフォメー
ションシステム
ズ㈱公共システ
ム本部

随意契約 11,216,600
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

3 人事課
人事情報総合システムにかかるクラウ
ドサービス利用契約（長期継続契約
R1.9.1～R6.8.31）

人事情報総合システムにかかるクラウ
ドサービスの利用

R1.8.1

ＤＩＲインフォメー
ションシステム
ズ㈱公共システ
ム本部
㈱南大阪電子
計算センター

随意契約 4,202,926
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

4 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 R1.6.10～R2.6.30）

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

R1.6.6 R1.6.10 ㈱昭文社 一般競争入札 31,614,840

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。

（１／１ページ）



契約締結後における契約概要公表書（令和元年度上半期分） 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 光回線接続等に係る契約
市役所と市内各施設を結ぶイントラ回
線使用料

H31.4.1
近鉄ケーブル
ネットワーク㈱

随意契約 13,013,292
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

2 総務課 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に係る支援 H31.4.1
日本電気㈱奈
良支店

随意契約 13,011,250
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

3 総務課 パソコン機器等の購入 老朽化パソコンの更新 R1.7.16 R1.8.21
㈱大塚商会ＬＡ
関西営業部

一般競争入札 13,285,944

4 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（長期継続契約・R1.7.1～R4.6.30）

庁舎の警備、清掃、設備等の管理業務
及び生駒１号歩行者専用道総合管理
業務

R1.5.30 R1.6.18
㈱日経サービス
奈良支店

一般競争入札 248,192,580

5 総務課
生駒市庁舎案内・電話交換業務委託
（長期継続契約・R1.7.1～R2.6.30）

総合案内、電話交換業務 R1.6.10 R1.6.24
㈱アカツキ奈良
営業所

一般競争入札 10,722,240

6 総務課
生駒市公用車管理業務委託（長期継
続契約・R1.7.1～R4.6.30）

公用車の管理業務 R1.5.30 R1.6.13
㈱日経サービス
奈良支店

一般競争入札 72,487,800

7 防災安全課
生駒駅北地下自動車駐車場エレベー
ター1号機リニューアル工事

生駒駅北地下自動車駐車場エレベー
ター1号機のリニューアル工事

R1.5.17
フジテック㈱近
畿統括本部

随意契約 14,688,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

8 防災安全課 自転車等放置防止指導等業務委託
自転車等放置禁止区域における自転
車等の放置防止の指導並びに自転車
駐車場の案内及び誘導等

H31.4.1
(公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 10,706,576
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 自転車駐車場整理等業務委託
自転車駐車場内における清掃業務及
び自転車等の整理業務

H31.4.1
(公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 1,671,410
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 コミュニティバス運行委託料 コミュニティバスたけまる号の運行 H31.4.1 生駒交通㈱ 随意契約 16,188,899
地方自治法施行令第
167条の2第1項第6号

11 契約検査課
生駒市電子入札システムサービス提供
業務（長期継続契約・H31.4.1～
R6.3.31）

電子入札システムの運用・保守 H31.4.1
㈱日立システム
ズ関西支社

随意契約 11,331,360
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

生駒市長及び生駒市議会議員選挙選
挙公報配布業務委託

選挙公報の全戸配布業務 H31.4.15
(公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 1,233,504
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

13
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

選挙公報の全戸配布業務 R1.7.1
(公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 1,337,410
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（令和元年度上半期分） 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

生駒市市民活動推進センターららポー
ト清掃委託業務

ららポート全館清掃業務 H31.4.1 (福)萌 随意契約 573,664
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

2
いこまの魅
力創造課

生駒市都市活力協創ポータルサイト
「good cycle ikoma」システム運用・保守
業務委託（長期継続契約・H31.4.1～
R4.3.31）

都市活力協創ポータルサイト「good
cycle ikoma」のシステム運用・保守

H31.4.1

あたらしい・はた
らくを・つくる福
祉型事業協同
組合

随意契約 1,033,754
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

3
いこまの魅
力創造課

都市活力協創ポータルサイト「good
cycle ikoma」コンテンツ更新業務委託

都市活力協創ポータルサイト「good
cycle ikoma」のコンテンツ更新

R1.5.13

あたらしい・はた
らくを・つくる福
祉型事業協同
組合

随意契約 1,618,920
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

4 農林課 生駒市市民農園維持管理等業務委託 草刈り等を含む維持管理 H31.4.1
（公社）シルバー
人材センター

随意契約 2,012,800
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

5 商工観光課
生駒市プレミアム付商品券事業運営業
務委託契約

生駒市プレミアム付商品券事業運営業
務

R1.6.28
日本旅行ビジネ
スソリューション
ズ㈱

随意契約 109,869,586
地方自治法施行令第
167条の2第1項第6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（令和元年度上半期分） 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 住基ネットワークシステム機器等購入
住基ネットワークシステム機器更改に
かかる機器等の購入

R1.5.17 R1.5.20
日本電子計算
㈱大阪支店

一般競争入札 10,324,800

2 課税課
ふるさと生駒応援寄附システム・事務
代行委託

寄附申し込み情報の管理、入金管理、
発注・配送管理等(残務処理含む)

H31.4.1
レッドホースコー
ポレーション㈱

随意契約 18,338,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

3 課税課
ふるさと生駒応援寄附システム・事務
代行委託（プロポーザル・債務負担行
為・R1.7.30～R3.3.31）

寄附申し込み情報の管理、入金管理、
発注・配送管理等

R1.7.30 シフトプラス㈱ 随意契約 33,560,900
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

4 課税課
令和３年固定資産税（土地）評価替え
に係る路線価調査策定業務委託
(債務負担行為・R1.9.19～R3.3.31）

評価替えにともなう路線価の鑑定評価
業務

R1.8.27 R1.9.19
㈱立地評価研
究所

一般競争入札 17,589,000

5 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。

H31.4.1
大阪湾広域臨
海環境整備セン
ター

随意契約 31,481,296
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 H31.4.1
（有）生駒市清
掃社

随意契約 99,189,564
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
不法投棄防止ﾊﾟ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

H31.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 818,000
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 生駒市家庭系指定ごみ袋の作製 生駒市家庭系指定ごみ袋の作製 R1.7.9 R1.7.17
大倉工業㈱大
阪支店

一般競争入札 39,580,000

9 環境保全課 生駒市事業系指定ごみ袋の作製 生駒市事業系指定ごみ袋の作製 R1.7.9 R1.7.17
大倉工業㈱大
阪支店

一般競争入札 14,345,653

10 環境保全課 家庭系指定ごみ袋販売等業務委託 家庭系ごみ袋販売等の委託 H31.4.1
生駒商工会議
所

随意契約 14,795,945
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 廃食用油の回収業務委託 廃食用油の回収業務 H31.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 776,314
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
生駒市営火葬場運転及び保守点検業
務委託

市営火葬場運転及び保守点検業務 H31.4.1 ㈱コモンテックス 随意契約 10,246,524
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

13 環境保全課
平成31年度生駒市清掃センター排ガス
分析等検査業務委託

生駒市清掃センターの排ガス等の測定
業務

H31.4.15 H31.4.15
㈱環境総合リ
サーチ

一般競争入札 10,472,000

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（令和元年度上半期分） 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
小瀬保健福祉ゾーン温泉設備等日常
管理点検業務

温泉設備の日常管理及び点検業務 H31.4.1
(公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 4,540,005
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

2 高齢施策課 小瀬保健福祉ゾーン草刈業務委託 小瀬保健福祉ゾーンの草刈業務 R1.6.4
(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

3
障がい福祉

課
相談支援事業委託

障害者総合支援法等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。

H31.4.1
（福）いこま福祉
会

随意契約 16,320
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

4
障がい福祉

課
相談支援事業委託

障害者総合支援法等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。

H31.4.1
非営利活動法
人あけび

随意契約 16,320
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

5
障がい福祉

課
相談支援事業委託

障害者総合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。

H31.4.1 （福）萌 随意契約 16,320
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

6
障がい福祉

課
相談支援事業委託

障害者総合支援法等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。

H31.4.1
（福）宝山寺福
祉事業団

随意契約 16,200
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

7
障がい福祉

課
地域活動支援センター事業委託

障害者総合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。

H31.4.1 （福）萌 随意契約 12,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

8 保護課
生駒市生活困窮者自立相談支援事業
業務委託

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

H31.4.1
(福）生駒市社会
福祉協議会

随意契約 12,730,796
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

9 保護課
生活困窮者世帯の子どもの学習支援
事業業務委託

生活困窮世帯の子どもを対象とし、学習支援や学
習の場所・機会の提供を行い、将来的な自立の一
助とすることを目的とする学習支援業務

H31.4.1
(公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 2,138,400
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

10
地域包括ケ
ア推進課

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。

H31.4.1
(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

11
地域包括ケ
ア推進課

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。

H31.4.1 （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

12
地域包括ケ
ア推進課

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。

H31.4.1 （医）和幸会 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

13
地域包括ケ
ア推進課

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。

H31.4.1
（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

14
地域包括ケ
ア推進課

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。

H31.4.1
（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

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（令和元年度上半期分） 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
地域包括ケ
ア推進課

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。

H31.4.1
（福）宝山寺福
祉事業団

随意契約 27,244,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

16
地域包括ケ
ア推進課

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。

H31.4.1
（一財）生駒メ
ディカルセン
ター

随意契約 33,244,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

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

H31.4.1
(一財）生駒メ
ディカルセン
ター

随意契約 155,640,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

18 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

H31.4.1
(一社）生駒市医
師会

随意契約 19,756,224
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

19 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

H31.4.1 各医療機関 随意契約 71,097,600
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

20 健康課 予防接種業務委託契約（単価契約）

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、小児用Ｂ型肝炎
ワクチン、ポリオ、ＢＣＧ、四種混合、三種混合、ジフテリア・
破傷風Ⅱ期、麻しん風しん混合Ⅰ期・Ⅱ期、日本脳炎、水
痘、子宮頸がん、風しんワクチンの予防接種

H31.4.1
(一社）生駒市医
師会

随意契約 207,076,611
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

21 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）

R1.6.1
（医）健康支援
三恵　三恵診療
所

随意契約 23,474,763
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

22 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 R1.5.1
(一社）生駒市医
師会

随意契約 17,449,556
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

23 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 H31.4.1
(一社）奈良県医
師会

随意契約 14,555,561
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

24 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 R1.5.1
(一社）生駒市医
師会

随意契約 17,637,624
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

25 健康課
セラビーいこま総合管理業務
（長期継続契約・R1.7.1～R4.6.30）

セラビーいこまの総合管理業務 R1.6.6 R1.6.21
毎日美装㈱奈
良営業所

一般競争入札 68,206,500

26 健康課
高齢者インフルエンザ予防接種業務委
託（単価契約）

65歳以上の季節性インフルエンザ
予防接種業務

R1.9.30
(一社）生駒市医
師会

随意契約 66,231,432
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

27 健康課
セラビーいこま健康棟エアコン改修工
事

セラビーいこま健康棟のエアコン改修
工事

R1.8.21 R1.8.27
㈱森岡興産生
駒営業所

一般競争入札 5,980,700

28
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 H31.4.1
奈良県国民健
康保険団体連
合会

随意契約 69,745,365
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。

（２／３ページ）



契約締結後における契約概要公表書（令和元年度上半期分） 様式２号
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29
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 H31.4.1
奈良県国民健
康保険団体連
合会

随意契約 48,964,800
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（令和元年度上半期分） 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 管理課
平成31年度生駒駅前歩行者専用道等
総合管理業務委託

歩行者専用道の清掃及び総合管理 H31.4.1
近鉄ビルサービ
ス㈱奈良支店

随意契約 21,843,600
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

2 管理課
令和元年度生駒市道単価契約舗装補
修工事

舗装補修工事 R1.5.21 R1.5.28 髙木建設㈱ 一般競争入札 25,000,000

3 管理課
令和元年度生駒市道草刈業務委託
（その１）

市道草刈業務 R1.5.21 R1.5.29 アート・ナカノ㈱ 一般競争入札 15,010,920

4 管理課
令和元年度生駒市道草刈業務委託
（その２）

市道草刈業務 R1.5.23 R1.6.4 三木庭石店 一般競争入札 15,886,800

5 管理課 令和元年度市内水路清掃業務委託 水路清掃業務 R1.5.27 R1.6.5 大平建設㈱ 一般競争入札 10,895,040

6 管理課
桧垣内線支線13号コンクリートブロック
塀改修工事

コンクリートブロック塀改修工　L=47m R1.7.9 R1.7.22 大宝商工（有） 一般競争入札 2,852,280

7 管理課 令和元年度跨線橋定期点検業務委託 跨線橋定期点検　2橋 R1.8.16
全日本コンサル
タント㈱奈良営
業所

随意契約 6,116,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

8 管理課
令和元年度生駒市橋梁長寿命化修繕
計画策定業務委託

橋梁長寿命化修繕計画策定　255橋 R1.8.30 R1.9.11 ㈱インテコ 一般競争入札 9,680,000

9 管理課 神楽橋予防保全補修工事 橋梁予防保全補修工事 R1.9.20 R1.9.30
㈱シマダコーポ
レーション

一般競争入札 14,229,600

10 事業計画課
令和元年度地籍調査測量委託業務
（債務負担行為・R1.6.17～R3.3.31）

地籍調査の測量等 R1.6.10 R1.6.17
南海測量設計
㈱奈良営業所

一般競争入札 14,740,000

11 事業計画課
バリアフリー基本構想策定業務委託
（債務負担行為・R1.9.12～R3.3.23）

バリアフリー基本構想の策定等 R1.8.30 R1.9.12
㈱総合環境計
画奈良事務所

一般競争入札 8,690,000

12 土木課
湯船西旭ヶ丘線支線３号横断防止柵
建替他工事

横断防止柵建替工事 R1.5.23 R1.5.30 (有)青林 一般競争入札 2,671,920

13 土木課
大登藤尾線支線３号道路拡幅に伴う浄
化槽廃止工事

浄化槽廃止工事 R1.7.3 R1.7.9
仲野水道設備
㈱

一般競争入札 4,212,000

14 土木課
弘前線支線３号他道路排水整備工事
(第１工区）

排水整備工事 R1.8.26 R1.9.2 ㈱生駒土木 一般競争入札 12,278,200

建　設　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 土木課
北田原中学校線道路整備工事（第３-１
-１工区）

道路整備工事 R1.7.30 R1.8.7 宿賀建設㈱ 一般競争入札 17,737,500

16 営繕課
平成３１年度　建築物・建築設備・防火
設備定期点検等業務

建築物・建築設備の点検と外壁打診 R1.5.8 R1.5.14
㈱SDIイドタセイ
イチアトリエ

一般競争入札 7,638,400

17 営繕課 元町住宅C棟外壁及び屋根改修工事 外壁塗装及び屋根の改修 R1.9.9 R1.9.18 大五塗装㈱ 一般競争入札 19,147,700

※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）
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契約締結後における契約概要公表書（令和元年度上半期分） 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 都市計画課
生駒市次期都市計画マスタープラン策
定支援業務（プロポーザル・債務負担
行為　R1.6.11～R3.3.30）

生駒市次期都市計画マスタープランの
策定支援業務

R1.6.11
㈱地域計画建
築研究所

随意契約 13,057,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

2 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、薬剤散布等業務

R1.5.29 R1.6.13 新家造園緑化 一般競争入札 17,253,000

3 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、薬剤散布等業務

R1.5.29 R1.6.13 (有)吉川翠松園 一般競争入札 15,189,120

4 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、薬剤散布等業務

R1.5.29 R1.6.13 新家造園緑化 一般競争入札 11,168,280

5 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、薬剤散布等業務

R1.5.29 R1.6.13 ㈱中野 一般競争入札 18,156,960

6 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、薬剤散布等業務

R1.5.31 R1.6.13 新家造園 一般競争入札 21,142,080

7 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、薬剤散布等業務

R1.5.31 R1.6.13 三木庭石店 一般競争入札 22,440,240

8 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、薬剤散布等業務

R1.5.31 R1.6.13
㈱奈良規松緑
化

一般競争入札 14,321,880

9 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、薬剤散布等業務

R1.5.31 R1.6.13 山口造園 一般競争入札 12,563,640

10 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、薬剤散布等業務

R1.6.4 R1.6.13 (有)木村香翠園 一般競争入札 10,519,200

11 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、薬剤散布等業務

R1.6.4 R1.6.13 新家造園緑化 一般競争入札 18,215,280

12 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、薬剤散布等業務

R1.6.4 R1.6.13 山口造園 一般競争入札 11,628,360

13 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、薬剤散布等業務

R1.6.4 R1.6.13 (有)岩城造園 一般競争入札 14,777,640

14 みどり公園課 鹿ノ台中央公園他２１公園等清掃業務
鹿ノ台中央公園他２１公園等の清掃業
務

H31.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 9,452,807
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

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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契約締結後における契約概要公表書（令和元年度上半期分） 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 みどり公園課 鹿ノ台中央公園他３ヶ所除草業務 鹿ノ台中央公園他３ヶ所の除草業務 R1.5.9
（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 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
迎バス運行業務

H31.4.1 奈良交通㈱ 随意契約 14,248,754
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

17 みどり公園課 イモ山公園除草業務 イモ山公園の除草業務 R1.6.10
（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

※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（令和元年度上半期分） 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R1.5.25～R6.5.31）

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

R1.5.21 R1.5.25
㈱大和速記情
報センター

指名競争入札 40,447,413

（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（令和元年度上半期分） 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 大瀬中学校屋上防水改修工事 大瀬中学校南棟の屋上防水改修 Ｒ1.5.8 Ｒ1.5.10 (有)飛鳥工業 一般競争入札 10,459,800

2 教育総務課 上中学校トイレ改修工事（その１） 上中学校中館のトイレ改修 Ｒ1.6.10 Ｒ1.6.21 京和建設㈱ 一般競争入札 33,987,600

3 教育総務課
小学校・中学校樹木維持管理等業務
委託

市立小中学校の除草及び樹木剪定 Ｒ1.6.19 Ｒ.1.6.27 北川造園 一般競争入札 13,579,920

4 教育総務課
壱分及び生駒東小学校屋上防水改修
工事

壱分小学校及び生駒東小学校の屋上
防水改修

Ｒ1.7.9 Ｒ1.7.24
㈱シマダコーポ
レーション

一般競争入札 36,293,400

5 こども課 中保育園既設厨房保育室等改修工事
中保育園の厨房跡を保育室に改修。
あわせて２階トイレを洋式化。

R1.6.17 R1.6.24 谷建設㈱ 一般競争入札 47,850,000

6 こども課
生駒市立認定こども園生駒幼稚園クッ
クチル方式給食調理業務委託

給食の提供のため、献立の作成・食材
提供・調理・配膳等の業務を委託。

R1.6.25 R1.6.28
㈱アイコーメディ
カル

一般競争入札 14,436,822

7 こども課
ひがし保育園送迎車両駐車場整理業
務委託

送迎車両の誘導整理 H31.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 2,313,120
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

8 こども課 幼稚園用務員派遣業務 各幼稚園の用務員業務 H31.4.1
（公社）奈良県シ
ルバー人材セン
ター協議会

随意契約 15,375,206
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

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（令和元年度上半期分） 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
「生駒市子ども・若者総合相談窓口」運
営等業務委託（プロポーザル・債務負
担行為　H31.4.1～R3.3.31）

「生駒市子ども・若者総合相談窓口」に
おける相談受付・支援等の業務

H31.4.1 ㈱やまと 随意契約 12,962,051
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

2 生涯学習課 図書会館空調熱源設備改修工事
市民ﾎｰﾙの吸収冷温水機、冷温水ポン
プ、冷却水ポンプ動力制御版及び冷却
塔の改修工事

R1.7.9 R1.7.23
㈱学研都市設
備生駒支店

一般競争入札 39,398,700

3 図書館 図書搬送等業務委託（単価契約）

市内５ヶ所の図書館、分館及び図書室
における返却本及び予約本等の搬送
並びに市内学校等への図書館報の配
布

H31.4.1
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 2,884,035
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

4 図書館
生駒市図書館システム更新業務委託
（プロポーザル）

図書館システムの更新 R1.7.3

三菱電機イン
フォメーションシ
ステムズ㈱関西
支社

随意契約 42,350,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

5
スポーツ振

興課
山麓公園テニスコート（C・Dコート）人工
芝張替工事

テニスコートの人工芝の張替 R1.8.26 R1.9.13
㈱スポーツテク
ノ和広大阪支店

一般競争入札 5,269,000

※単価契約については予定総額を記載しています。

生涯学習部

（１／１ページ）



契約締結後における契約概要公表書（令和元年度上半期分） 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
R1.8.1～R4.7.31）

休日夜間の電話受付、保守及び清掃
業務等

R1.6.5 R1.6.6
㈱日経サービス
奈良支店

一般競争入札 25,179,940

2 総務課
生駒市水道事業お客様センター委託
業務（長期継続契約　R1.9.1～R4.8.31）

水道事業お客様センター業務の委託
期間の満了に伴う(営業関連業務）

R1.6.5 R1.6.13
㈱エンジニアサ
カウエ

一般競争入札 187,213,400

3 工務課 水道施設修繕業務 緊急漏水修繕 H31.4.1
生駒市上水道
協同組合

随意契約 55,393,000
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 上町他地内配水管布設工事 GXφ75  L=127.3m     H31.4.1 H31.4.9 ㈱植木工業 一般競争入札 7,253,280

5 工務課
俵口小明線配水管布設替工事（２工
区）

GXφ150  L=7.3m
GXφ100  L=258.7m
GXφ75  L=9.9m

R1.5.29 R1.6.9
竹田水道工業
㈱生駒営業所

一般競争入札 22,504,900

6 工務課
県道生駒停車場宛ノ木線配水管布設
工事

GXφ150  L=72.2m
GXφ75  L=2.8m
HPPEφ50L=1.3m

R1.7.1 R1.7.8 友和工業㈱ 一般競争入札 9,314,800

7 工務課
東生駒３丁目地内配水管布設替工事
（１工区）

GXφ100  L=287.3m
GXφ75  L=119.5m
HPPEφ50L=109.8m

R1.7.11 R1.7.18
池谷設備工業
㈱

一般競争入札 29,290,800

8 工務課
令和元年度単価契約道路舗装本復旧
及びボックス嵩上げ工事

修繕工事跡の舗装復旧 R1.7.22 R1.7.26 西和工事㈱ 一般競争入札 32,201,300

9 工務課 真弓１丁目地内配水管布設替工事
GXφ100  L=175.2m
HPPEφ50L=63m

R1.7.22 R1.7.25
仲野水道設備
㈱

一般競争入札 22,605,000

10 工務課
生駒台北地内配水管布設替工事（２工
区）

GXφ75  L=187.1m
HPPEφ50L=1.5m

R1.7.24 R1.7.29
竹田水道工業
㈱生駒営業所

一般競争入札 19,841,800

11 工務課 国道168号線配水管布設替工事
GXφ150  L=316.4m
GXφ75  L=24.7m
HPPEφ50L=6.3m

R1.7.30 R1.8.6 友和工業㈱ 一般競争入札 38,126,000

12 工務課
東生駒３丁目地内配水管布設替工事
（２工区）

GXφ100  L=166.8m
GXφ75  L=143.6m

R1.8.1 R1.8.6
竹田水道工業
㈱生駒営業所

一般競争入札 24,938,100

13 工務課 生駒台南地内配水管布設替工事
GXφ100  L=87.5m
GXφ75  L=17.7m
HPPEφ50　L=10.0m

R1.8.8 R1.8.13
㈱森岡興産生
駒営業所

一般競争入札 12,503,700

14 工務課 光陽台地内配水管布設替工事 GXφ75  L=111.2m    R1.8.19 R1.8.23
仲野水道設備
㈱

一般競争入札 7,409,600

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。

（１／３ページ）



契約締結後における契約概要公表書（令和元年度上半期分） 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 青山台地内配水管布設替工事
GXφ150  L=4.5m
GXφ100  L=18.3m
GXφ75  L=211.2m

R1.8.26 R1.8.29
竹田水道工業
㈱生駒営業所

一般競争入札 29,861,700

15 工務課 真弓南１丁目地内配水管布設替工事 GXφ75  L=363.4m R1.8.28 R1.8.29
竹田水道工業
㈱生駒営業所

一般競争入札 23,360,700

15 工務課
東生駒３丁目地内配水管布設替工事
（３工区）

GXφ100  L=126.2m
GXφ75  L=25.6m
HPPEφ50　L=120.5m

R1.8.30 R1.9.4
竹田水道工業
㈱生駒営業所

一般競争入札 21,872,400

15 工務課
俵口小明線配水管布設替工事(３工
区）

GXφ150  L=32.6m
GXφ100  L=195.5m
GXφ75  L=7.4m

R1.9.3 R1.9.9 友和工業㈱ 一般競争入札 19,280,800

15 工務課 俵口小明線舗装本復旧工事 アスファルト舗装工　A=645㎥ R1.9.9 R1.9.18 上野建材㈱ 一般競争入札 5,886,100

15 工務課
減圧弁等修繕工事（あすか野北ﾊﾞｽﾛｰ
ﾀﾘｰ内、鹿畑φ75、生駒幼稚園前、西
畑町）

減圧弁等修繕工事 R1.9.20
㈱森田鉄工所
大阪営業支店

随意契約 8,042,100
地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第

2号

15 工務課
生駒台北地内配水管布設替工事（１工
区）

GXφ100  L=232.8m
GXφ75  L=25.9m
HPPEφ50　L=5.7m

R1.9.20 R1.9.26
仲野水道設備
㈱

一般競争入札 26,945,600

15 浄水場
生駒市上水道施設運転管理業務
（長期継続契約 R1.7.24～R4.9.30）

上水道施設運転管理業務 R1.7.8 R1.7.24
㈱ｳォｰﾀｰｴｰｼﾞｪ
ﾝｼｰ奈良営業所

一般競争入札 316,800,000

15 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業務 R1.5.7
（公社）生駒市シ
ルバー人材セン
ター

随意契約 2,330,280
地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第

3号

15 浄水場 令和元年度取水井浚渫工事 取水井浚渫 R1.5.31 R1.6.7
㈱原田鑿泉工
業所

一般競争入札 1,749,600

15 浄水場 山崎浄水場空調設備更新工事 山崎浄水場空調設備更新 R1.7.5 R1.7.17 ㈱植木工業 一般競争入札 2,208,600

15 下水道課
萩の台３丁目他地内人孔鉄蓋入替工
事

鉄蓋入替工　172箇所 R1.6.10 R1.6.17 ㈱吉田組 一般競争入札 20,594,520

15 下水道課
生駒市流域関連公共下水道小明町
433号線工事及び水道管移設工事

開削・推進　φ200　L=372ｍ
水道管移設一式

R1.7.8 R1.7.16 西和工事㈱ 一般競争入札 74,940,800

15 下水道課
生駒市流域関連公共下水道西旭ヶ丘
202号線工事

開削・推進　φ200　L=13ｍ R1.7.30 R1.8.6 船越組 一般競争入札 4,681,600

※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）

上下水道部



契約締結後における契約概要公表書（令和元年度上半期分） 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

16 下水道課
生駒市流域関連公共下水道緑ヶ丘
220-1号線工事

開削　φ200　L=23ｍ R1.6.10 R1.6.25 宿賀建設㈱ 一般競争入札 4,089,960

17 下水道課
生駒市流域関連公共下水道緑ヶ丘409
号線工事及び水道管移設工事

開削　φ200　L=153m　φ50　L=37m
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ一式　水道管移設一式

R1.7.22 R1.8.1 ㈱西本組 一般競争入札 36,616,800

18 下水道課
生駒市流域関連公共下水道壱分町
218号線工事及び水道管移設工事

開削　φ200　L=336ｍ
水道管移設一式

R1.9.2 R1.9.18 西和工事㈱ 一般競争入札 62,073,000

19 下水道課
生駒市流域関連公共下水道有里町
212-2号線工事及び水道管移設工事

開削　φ200　L=172ｍ
水道管移設一式

R1.5.21 R1.5.27 高山建設㈱ 一般競争入札 40,362,300

20 下水道課
生駒市流域関連公共下水道壱分町26
号線工事及び水道管移設工事

開削　φ200　L=48m　φ150　L=18m
水道管移設一式

R1.7.22 R1.7.30 ㈱生駒土木 一般競争入札 10,463,200

21 下水道課
生駒市流域関連公共下水道萩原町
140-27号線工事に伴う測量設計業務

開削　L=579ｍ R1.7.11 R1.7.23
㈱間瀬コンサル
タント奈良営業
所

一般競争入札 6,930,000

22
竜田川浄化

センター
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等の運転管理業
務等

H31.4.1
㈱ウォーター
エージェンシー
奈良営業所

随意契約 99,090,810
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

23
竜田川浄化

センター
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ヵ所運転管理業務等

H31.4.1
クボタ環境サー
ビス㈱大阪支社

随意契約 83,002,410
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

24
竜田川浄化

センター
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の電気
設備等の点検

R1.7.1
東芝インフラシ
ステムズ㈱関西
支社

随意契約 9,768,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

25
竜田川浄化

センター
竜田川浄化センターNo.2汚泥脱水機修
繕工事

竜田川浄化センターNo.2汚泥脱水機の
オーバーホール

R1.6.26
石垣メンテナン
ス㈱大阪支店

随意契約 4,620,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

26
竜田川浄化

センター
脱臭用特殊活性炭購入 R1.9.11 R1.9.20 桜井商事 一般競争入札 10,517,100

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。

（３／３ページ）



契約締結後における契約概要公表書（令和元年度上半期分） 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 警防課 水槽付消防ポンプ自動車購入 水槽付消防ポンプ自動車の購入 R1.5.16 R1.6.28
長野ポンプ㈱大
阪営業所

一般競争入札 68,750,000

2 警防課 門前町防火水槽（№199）修繕工事 防火水槽の修繕 R1.8.8 R1.8.22 大五塗装㈱ 一般競争入札 3,091,000

※単価契約については予定総額を記載しています。

消防本部

（１／１ページ）


