
契約締結後における契約概要公表書（令和２年度下半期分） 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
生駒市ホームぺージリニューアル業務
委託

生駒市ホームぺージのデザイン変更、
CMSバージョンアップ対応等

R2.10.1
キステム㈱奈良
本社

随意契約 11,429,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

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２年度下半期分） 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 除草業務委託 未利用地の草刈 R2.10.21
生駒市シルバー
人材センター

随意契約 267,850
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

2 総務課
地下１階書庫電動集密書架制御部・駆
動部更新工事【ｂブロック】

電動集密書架の更新 R2.10.30
日本ファイリング
㈱

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

3 総務課 市役所１階ホール排煙窓改修工事 排煙窓の改修 R2.10.29 R2.11.9
㈱イシハラ工務
店

一般競争入札 7,623,000

4 総務課 生駒市役所等危害防止装置取付業務 防火シャッターの改修 R2.12.2 R2.12.9
㈱イシハラ工務
店

一般競争入札 16,269,000

5 総務課 生駒市庁舎高圧受電設備改修工事 電気設備の改修 R2.12.9 R2.12.11
小南電気工業
㈱

一般競争入札 5,500,000

6 防災安全課 LPガス発電機購入 LPガス発電機購入 R2.11.27 R2.12.18 中尾工務店 一般競争入札 29,150,000

7 防災安全課
生駒市防災行政ＭＣＡ無線（同報系）不
感子局対策工事

防災行政ＭＣＡ無線（同報系）の一部不
感地域を是正する工事

R2.11.25
日本電通㈱奈
良支店

随意契約 5,819,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

8 行政経営課
ふるさと生駒応援寄附事業支援サービ
ス業務委託（債務負担行為）

寄附申込情報の管理、入金管理、発
注・配送管理等

R2.11.12 R2.11.19 シフトプラス㈱ 一般競争入札 45,172,800

　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２年度下半期分） 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 SDGs推進課
市役所本庁舎等に係る電気受給（単価
契約・長期継続契約）

市役所本庁舎等に係る電力の受給 R2.12.1
いこま市民パ
ワー㈱

随意契約 217,326,025
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

2 農林課
ため池防災対策調査計画事業ハザー
ドマップ作成業務委託

ハザードマップ作成説明会資料作成及
び立会

R2.11.10 R2.11.17
㈱新日本コンサ
ルタント大阪支
店

一般競争入札 6,160,000

3 農林課 特定農業用ため池指定検討業務委託
ため池現地調査・データベースの作成・
浸水想定図の作成

R2.12.18 R2.12.22
基礎地盤コンサ
ルタンツ㈱奈良
事務所

一般競争入札 11,330,000

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２年度下半期分） 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 環境保全課 火葬場火葬炉及び台車等補修工事 火葬炉及び台車の補修 R2.9.23 R2.10.2 ㈱キタヤマ 一般競争入札 4,950,000

2
清掃リレーセ
ンター

リレーセンターヤード舗装工事 敷地内ヤードのアスファルト舗装 R2.11.2 R2.11.12 宿賀建設㈱ 一般競争入札 4,070,000

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２年度下半期分） 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
デイサービスセンター寿楽浴室給湯設
備等取替工事

浴室給湯設備等取替工事 R3.1.20 R3.1.25
仲野水道設備
㈱

一般競争入札 17,589,000

2 高齢施策課
交通費等助成事業（生きいきクーポン
券交付等業務）（債務負担行為、
R3.3.10～R4.3.31）

生きいきクーポン券交付等業務 R3.2.15 R3.3.10
日本旅行ビジネ
スソリューション
ズ㈱

一般競争入札 293,936,778

3 健康課
新型コロナウイルスワクチン接種体制
確保業務委託（債務負担行為・R3.1.28
～R3.7.31）

新型コロナウイルスワクチン接種券の
作成等接種体制の確保に係る業務

R3.1.28
日本旅行ビジネ
スソリューション
ズ㈱

随意契約 72,855,287
地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号

4 地域医療課
生駒市地域外来検査センター開設及
び管理・運営に関する業務

生駒市がＰＣＲ検査のために開設する
センターの開設、管理及び運営の委託

R2.11.2
生駒地区医師
会

随意契約 44,116,600
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

5 地域医療課 生駒市立病院病室空調設備改修工事
生駒市立病院病室を陰圧化対応とす
るための改修工事

R2.11.20
㈱奥村組奈良
支店

随意契約 22,880,000
地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第
5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２年度下半期分） 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
萩の台60号線道路舗装工事及び人孔
鉄蓋入替工事

舗装工　A=1,294㎡ R2.10.29 R2.11.5 ㈱紀州興業 一般競争入札 8,328,100

2 管理課 井出山3号橋予防保全舗装補修工事 橋梁補修工 R2.11.10 R2.11.20
奈良県環境緑化協
同組合

一般競争入札 3,432,000

3 管理課 宮方橋補修工事 橋梁補修工 R2.12.9 R2.12.17 大国建設㈱ 一般競争入札 6,858,500

4 管理課 薬師堂川河床復旧工事 災害復旧工　 R3.1.8 乾福美園㈱ 随意契約 4,181,883
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

5 管理課 有里大門線支線2号道路舗装工事 CO舗装工　A=887㎡ R3.1.5 R3.1.12 ㈱西本組 一般競争入札 11,930,600

6 管理課
青山台12号線他道路舗装工事及び人
孔鉄蓋入替工事

舗装工　A=784㎡ R3.1.18 R3.1.27 ㈱吉田組 一般競争入札 5,833,300

7 管理課 生駒1号歩行者専用道雨樋改修工事 雨樋改修工 R3.1.29 R3.2.5 仲野水道設備㈱ 一般競争入札 5,792,600

8 管理課 菜畑西壱分線支線21号側溝改修工事 側溝改修工 R3.1.29 R3.2.9  アート・ナカノ㈱ 一般競争入札 4,272,400

9 管理課
山崎谷田線支線8号道路舗装工事及
び人孔鉄蓋入替工事

舗装工　A=478.5㎡ R3.1.29 R3.2.10 上野建材㈱ 一般競争入札 2,494,800

10 管理課 南田原星和台1号線道路舗装工事 舗装工　A=1,840㎡ R3.2.8 R3.2.16 大国建設㈱ 一般競争入札 7,869,400

11 管理課
生駒2号歩行者専用道橋（跨線部）漏
水対策工事

橋梁補修工　 R3.3.12
近鉄軌道エンジニア
リング㈱

随意契約 7,458,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

12 管理課
市道西村線・奈良阪南田原線法面補
修詳細設計業務

法面補修詳細設計業務 R2.12.9 R3.12.11
大日本コンサルタン
ト㈱奈良営業所

一般競争入札 10,802,000

13 管理課 令和2年度　生駒市道路台帳整備業務 道路台帳整備業務委託 R3.2.9 ㈱パスコ奈良支店 随意契約 5,500,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第6号

14 管理課
鬼取町地内道路法面災害応急復旧工
事

法面補修 R3.2.26 生駒庭石造園組合 随意契約 1,650,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第5号

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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契約締結後における契約概要公表書（令和２年度下半期分） 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 高山町傍示地内水路整備工事 水路整備工事 R2.10.19 R2.10.23 大国建設㈱ 一般競争入札 6,672,600

16 土木課
弘前線支線3号他道路排水整備工事
（第1-2工区）

排水整備工事 R2.11.19 R2.11.27 ㈱タカギテクノ 一般競争入札 15,376,900

17 土木課
奈良阪南田原線他交差点安全対策工
事

交差点安全対策工事 R2.11.19 R2.12.1 クロカワ工芸㈱ 一般競争入札 8,331,400

18 土木課 本町山崎線他路面標示復旧工事 路面標示復旧工事 R2.11.19 R2.12.2 日本道路保安㈱ 一般競争入札 7,216,000

19 土木課
庄田高船線道路側溝整備工事（第3工
区）

側溝整備工事 R2.12.1 R2.12.9 ㈲岩城造園 一般競争入札 2,010,800

20 土木課
宝山寺参詣線支線8号他手摺設置工
事

手摺設置工事 R3.1.18 R3.1.26
阪神装路㈱奈良営
業所

一般競争入札 3,135,000

21 土木課 大谷線通学路安全対策工事 通学路安全対策工事 R3.1.18 R3.1.22 大国建設㈱ 一般競争入札 2,332,000

22 土木課 菜畑壱分線他交差点安全対策工事 交差点安全対策工事 R2.10.9 R2.10.23 ㈲栄山 一般競争入札 5,641,900

23 土木課 令和2年度道路反射鏡清掃点検業務 道路反射鏡清掃点検業務 R2.11.2
(公社)生駒市シル
バー人材センター

随意契約 894,240
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

24 土木課
仲之町地内道路排水整備工事に伴う
土地売買契約

土地売買契約 R3.1.15 権利者 随意契約 17,100,960
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

25 営繕課 市営緑ヶ丘住宅2,3,4号空家改装工事 市営緑ヶ丘住宅2,3,4号空家改修 R3.1.29 R3.2.9 ㈱モリ 一般競争入札 3,218,600

※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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建　設　部



契約締結後における契約概要公表書（令和２年度下半期分） 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 みどり公園課 光陽台中央公園フェンス更新工事
光陽台中央公園の外周フェンス更新工
事

R2.11.19 R2.12.3 大宝商工㈲ 一般競争入札 2,343,000

2 みどり公園課 俵口児童公園他1公園遊具更新工事
長寿命化計画に基づいた遊具の更新
工事

R2.12.9 R2.12.17 ㈲木村香翠園 一般競争入札 6,696,800

3 みどり公園課 あすか台公園擁壁改修工事 あすか台公園の擁壁改修工事 R2.12.11 R2.12.18 中水造園土木 一般競争入札 5,208,500

4 みどり公園課 真弓中央公園他2公園遊具更新工事
長寿命化計画に基づいた遊具の更新
工事

R3.1.5 R3.1.14 中水造園土木 一般競争入札 22,820,600

5 みどり公園課
鹿ノ台中央公園他2公園園内灯更新工
事

長寿命化計画に基づいた園内灯の更
新工事

R3.1.18 R3.1.22
小南電気工業
㈱

一般競争入札 4,321,900

6 みどり公園課
光陽台中央公園他4公園園内灯更新
工事

長寿命化計画に基づいた園内灯の更
新工事

R3.1.29 R3.2.5
小南電気工業
㈱

一般競争入札 10,230,000

7 みどり公園課
鹿ノ台スポーツ公園他7公園園内灯更
新工事

長寿命化計画に基づいた園内灯の更
新工事

R3.2.2 R3.2.8 松岡電気㈱ 一般競争入札 8,800,000

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２年度下半期分） 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 教育系L3スイッチ更新対応業務
GIGAスクール構想に伴う市役所及び
小中学校のL3スイッチの更新業務

R3.9.11
日本電気㈱奈
良支店

随意契約 12,089,000
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

2 教育総務課 令和2年度授業用PCの購入
小中学校の授業用（教室内で教員が使
用・大型ディスプレイ接続用）のPCの購
入

R2.9.23 R2.10.1
㈱大塚商会LA
関西営業部

一般競争入札 49,650,000

3 教育総務課
奈良県統合型校務支援システム及び
生駒市教育系ネットワーク再構築業務

奈良県統合型校務支援システム・生駒
市教育系ネットワークの再構築業務

R2.6.10 ㈱オプテージ 随意契約 17,797,395
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

4 教育総務課 小中学校防火シャッター取替等業務 小中学校内の非常用防火設備の取替 R2.12.2 R2.12.9
㈱イシハラ工務
店

一般競争入札 10,989,000

5 教育総務課
授業用大型ディスプレイ（液晶テレビ）
の購入

授業用大型ディスプレイ（感染症対策・
間隔をあけて視聴するため）の購入

R2.11.24 R2.12.2
㈱ライオン事務
器

一般競争入札 10,449,890

6 教育総務課 大瀬中学校北館屋上防水改修工事 大瀬中学校北館の屋上防水改修 R2.12.21 R2.12.28
㈱ノースフィー
ルド

一般競争入札 20,850,500

7 教育総務課 上中学校北館屋上防水改修工事 上中学校北館の屋上防水改修 R2.12.23 R3.1.4 吉野塗装㈱ 一般競争入札 13,653,200

8 教育総務課 緑ヶ丘中学校トイレ改修工事
緑ヶ丘中学校のトイレの洋式化・乾式
化改修工事

R3.3.9 R3.3.23 京和建設㈱ 一般競争入札 123,360,600

9 教育総務課 大瀬中学校トイレ改修工事
大瀬中学校のトイレの洋式化・乾式化
改修工事

R3.3.10 R3.3.23 ㈱古市工務店 一般競争入札 96,305,000

　　　教育こども部

※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２年度下半期分） 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　R3.4.1～R5.3.31）

「生駒市子ども・若者総合相談窓口」に
おける相談受付・支援等業務

R3.3.23 ㈱やまと 随意契約 13,080,958
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 北コミュニティセンタートイレ改修工事
生涯学習施設(北コミ）の一部トイレ洋
式化・暖房便座化改修

R2.12.23 R3.1.12
仲野水道設備
㈱

一般競争入札 8,401,800

3
スポーツ振

興課
総合公園体育館及び市民体育館空調
設備設置工事

空調設備の設置工事 R3.1.5 R3.1.12 ㈱植木工業 一般競争入札 36,356,100

4
スポーツ振

興課
総合公園テニスコート（Ｃコート）人工芝
張替工事

人工芝張替工事 R3.1.5 R3.1.8
㈱スポーツテク
ノ和広大阪支店

一般競争入札 1,694,000

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（令和２年度下半期分） 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 工務課
真弓2丁目地内配水管布設替工事
（1工区）

GXφ100  L=126.1m,GXφ75  L=13.8m
HPPEφ75 L=481.3m

R2.11.10 R2.11.16
竹田水道工業
㈱生駒営業所

一般競争入札 38,102,900

2 工務課
真弓２丁目地内配水管布設替工事
（２工区）

GXφ100  L=46.5m,GXφ75  L=5.0m
HPPEφ75 L=373.7m,HPPEφ50
L=79.7m

R2.12.21 R2.12.25
池谷設備工業
㈱

一般競争入札 30,855,000

3 工務課
生駒停車場宝山寺線配水管布設
替工事

GXφ75  L=105.8m,HPPEφ
50L=110.9m

R2.10.1 R2.10.7
仲野水道設備
㈱

一般競争入札 13,358,400

4 工務課
東生駒２丁目地内配水管布設替工
事（１工区）

GXφ100  L=0.8m,HPPEφ75
L=470.2m                              HPPEφ
50 L=115.9m

R2.10.29 R2.11.5
㈱森岡興産生
駒営業所

一般競争入札 37,550,700

5 工務課 新生駒台地内配水管布設替工事
GXφ100  L=176.9m, GXφ75  L=12.4m
HPPEφ50 L=26.5m

R2.11.2 R2.11.6
㈱森岡興産生
駒営業所

一般競争入札 28,184,200

6 工務課
東生駒２丁目地内配水管布設替工
事（２工区）

GXφ100  L=0.4m,HPPEφ75  L=587m R2.12.1 R2.12.7 友和工業㈱ 一般競争入札 33,034,100

7 工務課
青山台地内配水管布設替工事（３
工区）

HPPEφ75  L=219.5m,HPPEφ50
L=107.1m

R2.12.3 R2.12.8
竹田水道工業
㈱生駒営業所

一般競争入札 21,576,500

8 工務課
青山台地内配水管布設替工事（２
工区）

GXφ150  L=147.0m,GXφ100  L=8.6m
GXφ75  L=23.4m,HPPEφ75L=160.5.m

R3.1.7 R3.1.14 友和工業㈱ 一般競争入札 30,614,100

9 工務課 元町２丁目地内配水管布設替工事
GXφ100  L=37.8m,GXφ75  L=64.7m
HPPEφ50L=22.0m

R3.3.2 R3.3.8
池谷設備工業
㈱

一般競争入札 15,353,800

10 工務課
東生駒２丁目地内配水管布設替工
事に伴う舗装本復旧工事

AS舗装工
A=5945㎡

R3.3.11 R3.3.19
奈良県環境緑
化協同組合

一般競争入札 23,774,300

11 工務課 小平尾バイパス配水管新設工事
GXφ150  L=185.5m、GXφ75
L=184.5m

R3.3.11 R3.3.16
仲野水道設備
㈱

一般競争入札 14,296,700

12 工務課 壱分町地内配水管布設工事
GXφ150  L=288.2m,GXφ75  L=7.2m
HPPEφ75L=77.0m

R3.3.22 R3.3.25
㈱森岡興産生
駒営業所

一般競争入札 22,775,500

13 工務課
星和台地内配水管布設替工事（２
工区）

GXφ150  L=206.5m,GXφ75  L=11.4m
HPPEφ75L=15.6m

R3.3.19 R3.3.25
㈱エイチツー
オー生駒支店

一般競争入札 27,737,600

14 工務課
真弓２丁目地内配水管布設替工事
に伴う舗装本復旧工事

AS舗装工
A=6020㎡

R3.3.19 R3.3.29
奈良県環境緑
化協同組合

一般競争入札 24,025,100

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。

（１／２ページ）



契約締結後における契約概要公表書（令和２年度下半期分） 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 浄水場
令和２年度取水井浚渫工事（その
２）

取水井浚渫 R2.11.19 R2.11.26
㈱原田鑿泉工
業所

一般競争入札 2,332,000

16 浄水場 中央監視制御設備更新工事 中央監視制御設備更新 R2.12.8 R3.1.15
㈱日立製作所
関西支社

一般競争入札 350,900,000

17 浄水場
令和２年度電気設備保守点検業務
（山崎系）

電気設備保守点検 R3.1.29
㈱日立製作所
関西支社

随意契約 13,379,300
地方公営企業法施行
令第21条の14第1項第

2号

18 下水道課
生駒市流域関連公共下水道西
松ヶ丘472-1号線工事

開削　φ200　L=22ｍ R210.29 R2.11.10 船越組 一般競争入札 3,437,500

19 下水道課
鹿ノ台西１丁目地内人孔鉄蓋入替
工事

人孔鉄蓋入替工事 R2.10.9 R2.10.21 ㈱吉田組 一般競争入札 12,215,500

20 下水道課
東菜畑１丁目他地内公共汚水桝及
び取付管等改修工事

公共汚水桝及び取付管補修工事 R2.11.10 R2.11.19 アート・ナカノ㈱ 一般競争入札 3,757,600

21 下水道課 辻町地内管更生工事 管更生工事 R3.1.18 R3.1.26 ㈱ＵＤＩ 一般競争入札 4,833,400

22
竜田川浄化

センター
脱臭用特殊活性炭購入単価契約 R2.9.24 R2.10.7 中尾薬品㈱ 一般競争入札 10,462,815

23
竜田川浄化

センター
竜田川浄化センター機器修繕工事

竜田川浄化センターの機器のオーバー
ホール

R2.10.9 R2.10.27
鹿島環境エンジ
ニアリング㈱

一般競争入札 20,680,000

24
竜田川浄化

センター
山田川浄化センター等機器修繕工
事

山田川浄化センター及び中継ポンプ場
の機器等のオーバーホール

R2.10.30
クボタ環境サー
ビス㈱大阪支社

随意契約 31,900,000
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
山田川浄化センター汚泥脱水機修
繕工事

山田川浄化センターの汚泥脱水機が
故障したことに係る修繕工事

R3.1.29
クボタ環境サー
ビス㈱大阪支社

随意契約 6,930,000
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。

（２／２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２年度下半期分） 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
消防庁舎耐震補強及び設備等改修工
事（債務負担行為・R3.3.26～R3.12.24）

消防庁舎耐震補強及び設備等の改修
工事

R3.3.11 R3.3.26 谷建設㈱ 一般競争入札 60,866,300

2 警防課 高規格救急自動車用積載品購入
高規格救急自動車更新に伴う積載品
の購入

R2.9.23 R2.10.26
いわしや森川医
療器㈱

一般競争入札 14,223,000

3 警防課
はしご付消防ポンプ自動車オーバー
ホール委託業務（債務負担行為・
R2.12.11～R3.6.30)

はしご付消防ポンプ自動車の分解・点
検整備

R2.12.11
(株)モリタテクノ
ス西日本営業部

随意契約 28,765,637
地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

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）


