
令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

1 広報広聴課
生駒市ホームページリニューアル業務委
託

R2.4.15～R2.09.30
生駒市ホームページのデザイン変更、ＣＭＳ
バージョンアップ対応等

随意契約 第１四半期 当初 ②

2 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）

R2.06.01～R3.06.30
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

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

3 広報広聴課
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

R2.7.1～R3.2.26
ポータルサイト「good cycle ikoma」に掲載して
いるコンテンツ等を更新する業務

随意契約 第１四半期 当初 ③ ★

※　★については、令和４年３月１０日追記しました。

市長公室

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの

（1／１ページ）



令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

1 総務課
統合型地理情報システムデータ更新に伴
う航空写真撮影及び地形図修正業務

R2.7.1～R3.3.31 航空写真撮影及び地形図修正 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

2 総務課
庁舎エレベーター戸開走行保護装置設置
及び耐震対策工事

市庁舎 1ヶ月 機械器具設置 エレベーター改修 随意契約 第３四半期 当初 ①

3 総務課 庁舎電気設備改修工事
市庁舎

中央監視室
1ヶ月 電気 電気設備改修 随意契約 第３四半期 当初 ①

4 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

市庁舎
地下集中書庫

1ヶ月 機械器具設置 電動集密書架の更新 随意契約 第４四半期 当初 ①

5 総務課 市役所１階ホール排煙窓改修工事 市庁舎 3ヶ月 建築一式 排煙窓の改修 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

6 総務課 危害防止装置取付工事 市庁舎 3ヶ月 建築一式 防火シャッターの改修 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

7 防災安全課 自転車駐車場整理等業務委託 R2.4.1～R3.3.31
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

随意契約 第１四半期 当初 ③

8 防災安全課 自転車等放置防止指導業務委託 R2.4.1～R3.3.31
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内の案内
及び誘導等

随意契約 第１四半期 当初 ③

9 行政経営課
ふるさと生駒応援寄附システム・事務代行
委託料（債務負担行為・プロポーザル）

R3.4.1～R5.3.31
寄附申し込み情報の管理、入金管理、発注・配
送管理等

随意契約 第３四半期 当初 ②

総　務　部

（1／1ページ）

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの



令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

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

R2.4.1～R3.3.31
市民活動推進センターららポートの清掃業務委
託

随意契約 第１四半期 当初 ③

2
ＩＣＴイノベー
ション推進課

光回線接続等に係る契約 R2.4.1～R3.3.31 市役所と市内各施設を結ぶイントラ回線使用料 随意契約 第１四半期 当初 ②

3
ＩＣＴイノベー
ション推進課

ネットワーク運用支援業務委託 R2.4.1～R3.3.31 情報ネットワークの運用に係る支援 随意契約 第１四半期 当初 ②

4
ＩＣＴイノベー
ション推進課

パソコン機器等の購入 R2.4.15～R2.6.15 老朽化パソコンの更新 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

5
ＩＣＴイノベー
ション推進課

パソコンソフトの購入 R2.4.15～R2.6.15 Ｏｆｆｉｃｅ Ｓｔａｎｄａｒｄの購入 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

6
ＩＣＴイノベー
ション推進課

住記系パソコン機器等の購入 R2.4.15～R2.6.15 老朽化パソコンの更新 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

7
ＩＣＴイノベー
ション推進課

住記系サーバーの購入 R2.4.15～R2.6.15 老朽化サーバーの更新 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

8 SDGｓ推進課
市役所本庁舎等に係る電気需給（単価契
約・長期継続契約）

R2.12.1～R3.11.30 市役所本庁舎等に係る電力の需給 随意契約 第３四半期 当初 ②

9 農林課 生駒市市民農園維持管理等業務委託 R2.4.1～R3.3.31 草刈等を含む維持管理 随意契約 第１四半期 当初 ③

10 農林課 特定農業用ため池指定検討業務委託 R2.7.1～R3.3.31
ため池現地調査・データベースの作成・浸水想
定図の作成

一般競争入札 第２四半期 当初 ②

11 農林課 ため池ハザードマップ作成業務委託 R2.7.1～R3.3.31
ハザードマップ作成
説明会資料作成及び立会

一般競争入札 第２四半期 当初 ②

地域活力創生部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの
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令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

1 環境保全課 廃棄物埋立処分委託（単価契約） R2.4.1～R3.3.31
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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

2 環境保全課 し尿収集及び運搬業務 R2.4.1～R3.3.31 し尿くみ取り、運搬 随意契約 第１四半期 当初 ②

3 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

R2.4.1～R3.3.31
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

随意契約 第１四半期 当初 ③

4 環境保全課
生駒市営火葬場運転及び保守点検業務
委託

R2.4.1～R3.3.31 市営火葬場運転及び保守点検業務 随意契約 第１四半期 当初 ②

5 環境保全課 廃食用油の回収業務委託 R2.4.1～R3.3.31 廃食用油の回収業務 随意契約 第１四半期 当初 ③

6 環境保全課 生駒市家庭系指定ごみ袋の作製 10ヶ月 生駒市家庭系指定ごみ袋の作製 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

7 環境保全課 生駒市事業系指定ごみ袋の作製 10ヶ月 生駒市事業系指定ごみ袋の作製 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

8 環境保全課
令和2年度生駒市清掃センター排ガス分
析等検査業務委託

R2.4.16～R3.3.31 生駒市清掃センターの排ガス等の測定業務 指名競争入札 第１四半期 当初 ②

9 環境保全課
生駒市清掃センター基幹的設備改良事業
に係るアドバイザリー業務（債務負担行
為・プロポーザル）

R2.6.1～R4.3.31
生駒市清掃センターの長寿命化総合計画の策
定及び基幹的設備改良事業の発注支援

随意契約 第１四半期 当初 ②

10 環境保全課 家庭系指定ごみ袋販売等業務委託 R2.4.1～R3.3.31 家庭系ごみ袋販売等の委託 随意契約 第１四半期 当初 ②

11 環境保全課 火葬場火葬炉補修工事
生駒市営火葬

場
6ヶ月

ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞ
ﾛｯｸ

生駒市営火葬場の火葬炉の補修 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

12
清掃リレー
センター

リレーセンターヤード舗装工事
リレーセンター

内
3ヶ月 舗装 ヤード内の舗装工事 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

市　民　部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの

（1／1ページ）



令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

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

R2.4.1～R3.3.31 温泉設備の日常管理及び点検業務 随意契約 第１四半期 当初 ③

2 高齢施策課 小瀬保健福祉ゾーン草刈業務委託 R2.4.1～R3.3.31 小瀬保健福祉ゾーンの草刈業務 随意契約 第１四半期 当初 ③

3 高齢施策課
デイサービスセンター寿楽　下水道切替
工事

有里町地内 1ヶ月 管 下水道切替工事 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

4 高齢施策課
デイサービスセンター寿楽　真空式温水
ヒーター・ろ過機取替工事

有里町地内 1ヶ月 管 真空式温水ヒーター・ろ過機取替工事 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

5
障がい福祉

課
相談支援事業委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

6
障がい福祉

課
相談支援事業委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

7
障がい福祉

課
相談支援事業委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

8
障がい福祉

課
相談支援事業委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

9
障がい福祉

課
地域活動支援センター事業委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

10 生活支援課
生駒市生活困窮者自立相談支援事業業
務委託

R2.4.1～R3.3.31
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

随意契約 第１四半期 当初 ②

11 生活支援課
生活困窮者世帯の子どもの学習支援事
業業務委託

R2.4.1～R3.3.31
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

随意契約 第１四半期 当初 ③

12
地域包括ケア

推進課
地域包括支援センター業務委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

13
地域包括ケア

推進課
地域包括支援センター業務委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

　 福祉健康部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの
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令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

14
地域包括ケア

推進課
地域包括支援センター業務委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

15
地域包括ケア

推進課
地域包括支援センター業務委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

16
地域包括ケア

推進課
地域包括支援センター業務委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

17
地域包括ケア

推進課
地域包括支援センター業務委託 R2.4.1～R3.3.31

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。

随意契約 第１四半期 当初 ②

18
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

R2.4.1～R3.3.31 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。 随意契約 第１四半期 当初 ②

19 健康課 生駒市応急診療業務委託契約 R2.4.1～R3.3.31 生駒市民の急病患者に対する応急診療業務 随意契約 第１四半期 当初 ②

20 健康課
乳幼児健康診査業務委託契約
（単価契約）

R2.4.1～R3.3.31
3ヶ月、7ヶ月、12ヶ月、3歳6ヶ月の乳幼児健診
業務

随意契約 第１四半期 当初 ②

21 健康課
妊婦健康診査の現物給付の実施に関す
る契約

R2.4.1～R3.3.31 母子保健法に伴う妊婦に対する健康診査業務 随意契約 第１四半期 当初 ②

22 健康課
予防接種業務委託契約
（単価契約）

R2.4.1～R3.3.31
ﾋﾌﾞﾜｸﾁﾝ、小児用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ、小児用B型肝炎ﾜｸﾁﾝ、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、風しんワクチンの予防接種

随意契約 第１四半期 当初 ②

23 健康課
風しん第５期抗体検査及び
定期予防接種業務委託契約（単価契約）

R2.4.1～R3.3.31 風しん第５期の抗体検査、定期予防接種 随意契約 第１四半期 当初 ②

24 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）

R2.4.1～R3.3.31 高齢者肺炎球菌ﾜｸﾁﾝの予防接種 随意契約 第１四半期 当初 ②

25 健康課
集団がん検診委託契約
（単価契約）

R2.5.1～R3.3.31
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）

随意契約 第１四半期 当初 ②

26 健康課
胃がん検診（個別）委託契約
（単価契約）

R2.5.1～R3.3.31 胃がん個別検診業務 随意契約 第１四半期 当初 ②

　 福祉健康部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの
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27 健康課
子宮がん検診（個別）委託契約
（単価契約）

R2.5.1～R3.3.31 子宮がん個別検診業務 随意契約 第１四半期 当初 ②

28 健康課
乳がん検診（個別）委託契約
（単価契約）

R2.5.1～R3.3.31 乳がん個別検診業務 随意契約 第１四半期 当初 ②

29 健康課
大腸がん検診（個別）委託契約
（単価契約）

R2.5.1～R3.3.31 大腸がん個別検診業務 随意契約 第１四半期 当初 ②

30 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）

R2.10.1～R3.3.31
65歳以上の季節性インフルエンザ予防接種業
務

随意契約 第３四半期 当初 ②

31 健康課 非常用自家発電機更新 5ヶ月 セラビーいこまの非常用自家発電機の更新 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

32
国保医療課
（国保係）

特定健康診査委託料（単価契約） R2.4.1～R3.3.31 特定健康診査の実施 随意契約 第１四半期 当初 ②

33
国保医療課
（国保係）

国民健康保険オンライン資格確認等シス
テム改修委託

R2.4.1～R3.3.31
令和３年３月開始予定の国民健康保険オンライ
ン資格確認等システムに対応するためのシス
テム改修

随意契約 第１四半期 当初 ②

34
国保医療課
（福祉医療係）

後期高齢者健康診査委託 R2.4.1～R3.3.31 後期高齢者健康診査委託 随意契約 第１四半期 当初 ②

　 福祉健康部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの
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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

R2.4.1～R3.3.31
歩行者専用道の清掃及び総合管理（EV・ES等
施設）

随意契約 第１四半期 当初 ②

2 管理課 道路橋定期点検業務委託 R2.6.1～R3.3.31 道路橋定期点検 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

3 管理課 跨線橋定期点検業務委託 R2.6.1～R3.3.31 跨線橋定期点検　2橋 随意契約 第１四半期 当初 ②

4 管理課
令和2年度生駒市道草刈業務委託（その
１）

R2.6.1～R3.3.31 市道草刈業務委託 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

5 管理課
令和2年度生駒市道草刈業務委託（その
２）

R2.6.1～R3.3.31 市道草刈業務委託 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

6 管理課
令和2年度生駒市道舗装補修工事（単価
契約）

生駒市内 R2.6.1～R3.3.31 舗装 舗装補修工事 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

7 管理課 令和2年度市内水路清掃業務委託 R2.6.1～R3.3.31 水路清掃業務 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

8 管理課 西壱分線支線3号道路改良工事 壱分町地内 4ヶ月 土木一式 擁壁改修工事 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

9 管理課 有里大門線支線2号道路舗装工事 大門町他地内 2ヶ月 舗装 L=290m　コンクリート舗装 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

10 管理課
生駒2号歩行者専用道橋排水施設改修工
事

元町1丁目地内 2ヶ月 土木一式 排水施設改修工事 随意契約 第２四半期 当初 ①

11 管理課 生駒1号歩行者専用道排水施設改修工事 元町1丁目地内 2ヶ月 建築一式 排水施設改修工事 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

12 管理課 軽井沢線支線9号側溝改修工事 軽井沢町地内 2ヶ月 土木一式 側溝改修工事　L=70m 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

13 管理課 南田原星和台1号線他道路舗装工事 南田原町地内 2ヶ月 舗装 L=210m　アスファルト舗装 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

建　設　部
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14 管理課 萩の台12号線道路舗装工事
萩の台4丁目地

内
2ヶ月 舗装 L=80m　アスファルト舗装 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

15 管理課 光陽台4号線道路舗装工事 光陽台地内 2ヶ月 舗装 L=120m　アスファルト舗装 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

16 管理課 井手山3号橋予防保全補修工事
小平尾町他地

内
3ヶ月 土木一式 橋梁予防保全補修工事 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

17 管理課 菜畑西壱分線支線21号側溝改修工事 壱分町地内 2ヶ月 土木一式 側溝改修工事　L=155m 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

18 管理課 芝庄田線道路舗装工事(第4工区) 高山町地内 2ヶ月 舗装 L=190m　アスファルト舗装 一般競争入札 第４四半期 当初 ①

19 管理課 萩の台60号線道路舗装工事 東山町地内 2ヶ月 舗装 L=210m　アスファルト舗装 一般競争入札 第４四半期 当初 ①

20 管理課 青山台12号線他道路舗装工事 青山台地内 2ヶ月 舗装 L=190m  アスファルト舗装 一般競争入札 第４四半期 当初 ①

21 事業計画課
地籍調査測量等委託業務（債務負担行
為）

R2.6.15～R4.3.31 地籍調査の測量等 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

22 土木課 東旭ヶ丘支線11号防護柵設置工事 東旭ヶ丘地内 2ヶ月
道路付属物設

置
工事延長　L=250ｍ（通学路安全対策工事） 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

23 土木課
北田原中学校線道路整備工事（3-1-2工
区）

北田原町地内 7ヶ月 土木一式 工事延長　L=101ｍ　W=12.0ｍ 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

24 土木課 大登藤尾線道路路肩整備工事 藤尾町地内 2ヶ月 土木一式 工事延長　L=30m 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

25 土木課 宝山寺参詣線歩行者空間整備工事 仲之町地内 2ヶ月 塗装 工事延長　L=191ｍ 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

26 土木課 谷田小明線歩道改良等工事 桜ヶ丘地内 3ヶ月 土木一式 工事延長 L=90ｍ（通学路安全対策工事） 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの

（2／3ページ）
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27 土木課 幹線道路交差点安全対策工事① 生駒市内 3ヶ月
道路付属物設

置
交差点対策3ヶ所 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

28 土木課 弘前線支線3号他道路排水整備工事 高山町地内 5ヶ月 土木一式 工事延長　L=92ｍ 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

29 土木課 鹿畑清水線支線8号道路改良工事 鹿畑町地内 3ヶ月 土木一式 工事延長　L=10ｍ 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

30 土木課 庄田高船線側溝設置工事(第3工区） 高山町地内 2ヶ月 土木一式 工事延長　L=110ｍ 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

31 土木課 幹線道路交差点安全対策工事② 生駒市内 3ヶ月
道路付属物設

置
交差点対策2ヶ所 一般競争入札 第４四半期 当初 ①

32 営繕課
令和２年度　建築物・建築設備定期点検
等業務

R2.5.15～R3.1.31 建築物・建築設備の点検 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

33 営繕課 元町住宅D棟外壁及び屋根改修工事 元町２丁目地内 3ヶ月 塗装 外壁塗装及び屋根の改修 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

建　設　部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの

（3／3ページ）



令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

1 都市計画課
学研北生駒駅北地区土地区画整理事業
調査等業務【プロポーザル】

R2.6.1～R3.3.31
学研北生駒駅北地区に係る土地区画整理事業
調査等

随意契約 第１四半期 当初 ②

2 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Aブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

3 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Bブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

4 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Cブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

5 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Dブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

6 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Eブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

7 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Fブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

8 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Gブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

9 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Hブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

10 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Iブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

11 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Jブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

12 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Kブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

13 みどり公園課 公園・街路樹等維持管理業務(Lブロック) 10ヶ月
樹木・低木・寄せ植え剪定、除草、清掃作業、
薬剤散布等業務

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

都市整備部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの

（1／2ページ）



令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

14 みどり公園課 鹿ノ台中央公園他21公園等清掃業務 R2.4.1～R3.3.31 鹿ノ台中央公園他21公園等の清掃業務 随意契約 第１四半期 当初 ③

15 みどり公園課 鹿ノ台中央公園他3ヶ所除草業務 R2.5.1～R2.7.31 鹿ノ台中央公園他3ヶ所の除草業務 随意契約 第１四半期 当初 ③

16 みどり公園課 ふれあいセンター送迎バス運行委託 R2.4.1～R3.3.31
生駒山麓公園ふれあいセンターへの送迎バス
運行業務

随意契約 第１四半期 当初 ②

17 みどり公園課
生駒山麓公園ふれあいセンター露天浴場
濾過タンク入替工事

俵口町地内 R2.6.1～R2.8.31 管
生駒山麓公園ふれあいセンター露天浴場濾過
タンクの入れ替え工事

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

18 みどり公園課 イモ山公園除草業務 R2.7.1～R2.12.31 イモ山公園の除草業務 随意契約 第２四半期 当初 ③

19 みどり公園課
市内公園施設長寿命化対策支援事業　遊
具等改修工事

市内各公園 R2.9.1～R3.2.26 造園 市内の公園遊具及び施設の改修工事 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

20 みどり公園課
公共施設等適正管理推進事業債　施設改
修工事

市内各公園 R2.10.1～R3.3.31 電気 市内の公園施設改修工事 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの
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都市整備部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの



令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

1 教育総務課
生駒市立小学校屋内運動場非構造部材
耐震化事業（その1）

新生駒台他地
内

3ヶ月 建築一式
生駒台小学校、俵口小学校、鹿ノ台小学校、あ
すか野小学校、桜ヶ丘小学校の屋内運動場の
非構造部材及びLED化改修工事

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

2 教育総務課
生駒市立小学校屋内運動場非構造部材
耐震化事業（その2）

山崎町他地内 3ヶ月 建築一式
生駒小学校、生駒南小学校、生駒東小学校、
壱分小学校、生駒南第二小学校の屋内運動場
の非構造部材及びLED化改修工事

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

3 教育総務課
生駒市立中学校屋内運動場非構造部材
耐震化事業（その1）

西松ヶ丘他地内 3ヶ月 建築一式
生駒中学校、光明中学校、鹿ノ台中学校の屋
内運動場の非構造部材及びLED化改修工事

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

4 教育総務課
生駒市立中学校屋内運動場非構造部材
耐震化事業（その2）

萩原町他地内 3ヶ月 建築一式
生駒南中学校、緑ヶ丘中学校、大瀬中学校の
屋内運動場の非構造部材及びLED化改修工事

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

5 教育総務課 上中学校トイレ改修事業 上町地内 3ヶ月 建築一式 上中学校のトイレ改修 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

6 教育総務課 光明中学校トイレ改修事業 小明町地内 3ヶ月 建築一式 光明中学校のトイレ改修 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

7 教育総務課 各小学校防火設備改修工事 山崎町他地内 3ヶ月 消防施設 各小学校の防火設備の改修工事 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

8 教育総務課
あすか野小学校受変電設備（キュービク
ル）取替工事

あすか野南地
内

2ヶ月 電気
あすか野小学校の受変電設備（キュービクル）
の取替

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

9 教育総務課 各中学校防火設備改修工事 西松ヶ丘地他内 3ヶ月 消防施設 各中学校の防火設備の改修工事 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

10 教育総務課 上中学校北館屋上防水改修工事 上町地内 3ヶ月 防水 上中学校の北館の屋上防水 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

11 教育総務課
緑ヶ丘・大瀬中学校トイレ改修基本計画・
実施設計業務委託

Ｒ2.6.1～Ｒ3.3.31 緑ヶ丘・大瀬中学校のトイレ改修工事の設計 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

12 教育総務課
公立学校情報機器整備に係る児童生徒
用情報端末の購入

Ｒ2.6.1～Ｒ3.3.31
公立学校情報機器整備に係る児童生徒用情報
端末、管理ソフトの購入

随意契約 第１四半期 当初 ②

13 教育総務課 小中学校樹木維持管理業務委託 Ｒ2.6.1～Ｒ2.10.31 小中学校の樹木剪定、除草等の維持管理業務 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

教育こども部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの
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令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

14 教育総務課 大瀬中学校屋上防水改修工事 小瀬町地内 3ヶ月 防水 大瀬中学校の屋上防水 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

15 教育総務課
旧生駒北小学校屋内運動場周辺フェン
ス・水路整備工事

高山町地内 2ヶ月 土木一式
旧生駒北小学校屋内運動場の周辺にあるフェ
ンス・水路の整備工事

一般競争入札 第４四半期 当初 ①

16
学校給食
センター

学校給食センター給食配送業務（長期継
続）

R2.5.1～R6.9.30 中学校給食の配送業務 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

17 こども課
ひがし保育園送迎車両駐車場整理業務
委託

R2.4.1～R3.3.31 送迎車両の誘導整理 随意契約 第１四半期 当初 ③

18 こども課 幼稚園用務員派遣業務 R2.4.1～R3.3.31 各幼稚園の用務員業務 随意契約 第１四半期 当初 ③

19 こども課 生駒幼稚園給食調理業務 R2.7.1～R3.3.31 生駒幼稚園給食調理業務 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

20 こども課 中保育園エアコン入替工事 東新町地内 1ヶ月 管 中保育園のエアコン２台を入れ替える 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

21 こども課 認定こども園生駒幼稚園トイレ改修工事 西旭ヶ丘地内 3ヶ月 建築一式
生駒幼稚園トイレの乾式化及びバリアフリー化
工事

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

22 こども課 ひがし保育園トイレ洋式化工事 辻町地内 6ヶ月 管 ひがし保育園のトイレを洋式化する 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの
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教育こども部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの



令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

1 生涯学習課
生駒セイセイビル建物総合管理業務（長
期継続契約）

元町地内 R2.6.1～R5.5.31 生駒セイセイビルの建物総合管理業務 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

2 生涯学習課 図書会館書庫用エレベーター改修工事 辻町地内 3ヶ月 機械器具設置
書庫用エレベーターを経年劣化対策のため改
修

随意契約 第２四半期 当初 ①

3 生涯学習課
生涯学習施設防火シャッター危害防止装
置工事

小瀬町地内 1ヶ月 建築一式
生涯学習施設（南コミ）にある防火シャッターに
危害防止装置を取付

一般競争入札 第２四半期 当初 ①

4 生涯学習課 生涯学習施設トイレ洋式化等改修工事 上町地内 3ヶ月 管
生涯学習施設（北コミ）の一部のトイレ洋式化・
暖房便座化改修

一般競争入札 第３四半期 当初 ①

5 生涯学習課
子ども・若者総合相談窓口業務委託(債務
負担)（プロポーザル）

R3.4.1～R5.3.31 子ども・若者総合相談窓口の運営業務 随意契約 第４四半期 当初 ②

6 図書館 図書搬送等業務委託（単価契約） R2.4.1～R3.3.31
市内5ｹ所の図書館、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

随意契約 第１四半期 当初 ③

7
スポーツ振興

課
体育施設非構造部材調査業務委託 8ヶ月 調査・設計業務 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

8
スポーツ振興

課
総合公園テニスコート（Cコート）人工芝改
修工事

1ヶ月
とび・土工・コ

ンクリート
人工芝改修工事 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

生涯学習部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの
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令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

1 総務課
令和２年度水道メーターバーター契約（単
価契約）

φ20ｍｍ水道メーターバーター購入 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

2 工務課 水道施設修繕業務 R2.4.1～R3.3.31 水道施設の緊急修繕業務 随意契約 第１四半期 当初 ②

3 工務課
北田原中学校線道路整備工事に伴う配水
管布設替工事

北田原町地内 6ヶ月 管  GXDIPφ100　L=240m 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

4 工務課
山崎町地内配水管布設替工事（山崎谷田
線支線8号線）

山崎町地内 3ヶ月 管
 GXDIPφ200　L=130m,　GPφ350撤去
L=130m

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

5 工務課 真弓南1丁目地内配水管布設替工事
真弓南1丁目地

内
4ヶ月 管  GXDIPφ100　L=200m 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

6 工務課 新生駒台地内配水管布設替工事 新生駒台地内 4ヶ月 管  GXDIPφ100　L=200m 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

7 工務課
令和２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）

生駒市内 R2.8.1～R3.3.31 舗装 修繕工事跡の舗装復旧 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

8 工務課
弘前線支線3号他道路排水整備工事に伴
う配水管移設工事

高山町地内 2ヶ月 管  GXDIPφ75　L=60m 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

9 工務課
東山町地内配水管布設替工事（萩の台60
号線）

東山町地内 3ヶ月 管  GXDIPφ150　L=210m 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

10 工務課
青山台地内配水管布設替工事（青山台7
号線他）

青山台地内 3ヶ月 管  GXDIPφ75　L=85m,　GXDIPφ100　L=105m 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

11 工務課
光陽台地内配水管布設替工事（光陽台4
号線）

光陽台地内 3ヶ月 管  GXDIPφ100　L=120m 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

12 工務課
星和台地内配水管布設替工事（南田原星
和台1号線）

南田原町地内 3ヶ月 管  GXDIPφ100　L=180m 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

13 工務課 真弓1丁目地内配水管布設替工事 真弓1丁目地内 4ヶ月 管  GXDIPφ75　L=110m,　GXDIPφ100　L=200m 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの

上下水道部

（1／5ページ）



令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

14 工務課 北新町地内配水管布設替工事 北新町地内 4ヶ月 管  GXDIPφ75　L=200m 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

15 工務課 萩の台地内配水管布設替工事 萩の台地内 4ヶ月 管 GXDIPφ75　L=200m 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

16 工務課 生駒停車場宝山寺線配水管布設替工事 門前町地内 3ヶ月 管 GXDIPφ75　L=125m 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

17 工務課
減圧弁等修繕工事（ﾄﾝﾈﾙ上、あすか野φ
150、門前町聖書学院前）

元町2丁目他地
内

4ヶ月 水道施設 減圧弁等修繕工事 随意契約 第３四半期 当初 ①

18 工務課 桜ヶ丘地内配水管布設替工事 桜ヶ丘地内 4ヶ月 管  GXDIPφ100　L=120m 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

19 工務課
東生駒2丁目地内配水管布設替工事（1工
区）

東生駒2丁目地
内

3ヶ月 管  GXDIPφ100　L=70m, GXDIPφ75　L=340m 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

20 工務課
東生駒2丁目地内配水管布設替工事（2工
区）

東生駒2丁目地
内

3ヶ月 管
 GXDIPφ100　L=80m, GXDIPφ75
L=110m,HPPEφ50 L=260m

一般競争入札 第３四半期 当初 ①

21 工務課
真弓2丁目地内配水管布設替工事（1工
区）

真弓2丁目地内 3ヶ月 管  GXDIPφ100　L=210m, HPPEφ50　L=285m 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

22 工務課
真弓2丁目地内配水管布設替工事（2工
区）

真弓2丁目地内 3ヶ月 管
GXDIPφ100　L=120m, GXDIPφ75　L=75m,
HPPEφ50　L=80m

一般競争入札 第３四半期 当初 ①

23 工務課
東生駒2丁目他地内配水管布設替工事に
伴う舗装復旧工事(1工区）

東生駒2丁目他
地内

3ヶ月 舗装 アスファルト舗装工　A=4400㎡ 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

24 工務課
真弓2丁目他地内配水管布設替工事に伴
う舗装復旧工事（1工区）

真弓2丁目他地
内

3ヶ月 舗装 アスファルト舗装工　A=3100㎡ 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

25 工務課 東生駒4丁目他地内配水管布設替工事
東生駒4丁目他

地内
3ヶ月 管  GXDIPφ100　L=30m, GXDIPφ75　L=380m 一般競争入札 第４四半期 当初 ①

26 工務課 真弓2丁目他地内配水管布設替工事
真弓2丁目他地

内
3ヶ月 管 GXDIPφ75　L=295m, HPPEφ50　L=80m 一般競争入札 第４四半期 当初 ①

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの

上下水道部

（2／5ページ）



令和２年度発注の見通しに関する公表書 様式１号

№ 予算担当課 契約件名
場所

※工事のみ
予定期間

種別
※工事のみ

工事・業務概要 契約方法
入札時期

（随意契約の場
合は契約時期）

区分 備考

27 工務課
東生駒2丁目他地内配水管布設替工事に
伴う舗装復旧工事(2工区）

東生駒2丁目他
地内

3ヶ月 舗装 アスファルト舗装工　A=3500㎡ 一般競争入札 第４四半期 当初 ①

28 工務課
真弓2丁目他地内配水管布設替工事に伴
う舗装復旧工事（2工区）

真弓2丁目他地
内

3ヶ月 舗装 アスファルト舗装工　A=4800㎡ 一般競争入札 第４四半期 当初 ①

29 浄水場 除草業務（機械刈り）及び・剪定業務 9ヶ月 水道施設敷地内除草剪定 随意契約 第１四半期 当初 ③

30 浄水場 取水井浚渫工事 生駒市内 3ヶ月 さく井 取水井浚渫 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

31 浄水場 真弓浄水池耐震補強実施設計業務 9ヶ月 真弓浄水池耐震補強実施設計 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

32 浄水場
鹿ノ台配水場電気設備等改良工事実施
設計業務

9ヶ月 鹿ノ台配水場電気設備等改良工事実施設計 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

33 浄水場 山崎浄水場浸水対策工事 山崎町地内 5ヶ月 建築一式 山崎浄水場浸水対策 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

34 浄水場 門前配水場高圧ケーブル他更新工事 菜畑町地内 3ヶ月 電気 門前配水場高圧ケーブル他更新 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

35 浄水場 電気設備保守点検業務 6ヶ月 電気設備保守点検 随意契約 第２四半期 当初 ②

36 浄水場 中央監視制御設備更新工事 山崎町他地内 2年6ヶ月 電気通信 中央監視制御設備更新 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

37 下水道課 鹿ノ台西3丁目地内人孔鉄蓋入替工事 鹿ノ台西3丁目 3ヶ月 舗装 人孔鉄蓋の入れ替え 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

38 下水道課
生駒市流域関連公共下水道新旭ヶ丘172
号線工事及び水道管移設工事

新旭ヶ丘地内 5ヶ月 土木一式
開削　φ200　L=251ｍ
水道管移設一式

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

39 下水道課
生駒市流域関連公共下水道壱分町315号
線工事及び水道管移設工事

壱分町地内 7ヶ月 土木一式
開削　φ200　L=378ｍ
水道管移設一式

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの

上下水道部

（3／5ページ）
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40 下水道課
生駒市流域関連公共下水道壱分町217号
線工事及び水道管移設工事

壱分町地内 3ヶ月 土木一式
開削　φ200　L=80ｍ
水道管移設一式

一般競争入札 第１四半期 当初 ①

41 下水道課
生駒市流域関連公共下水道東旭ヶ丘94-
1号線工事

東旭ヶ丘地内 3ヶ月 土木一式 開削　φ200　L=9ｍ 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

42 下水道課 壱分町326号線舗装本復旧工事 壱分町地内 3ヶ月 舗装 アスファルト舗装　A=1080㎡ 一般競争入札 第１四半期 当初 ①

43 下水道課
辻町地内公共汚水桝及び取付管補修工
事

辻町 3ヶ月 管内更生 公共汚水桝及び取付管の補修 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

44 下水道課
生駒市流域関連公共下水道小明町4号線
工事

小明町地内 4ヶ月 土木一式 開削・推進　φ200　L=136ｍ 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

45 下水道課
生駒市流域関連公共下水道小明町68号
線工事及び水道管移設工事

小明町地内 4ヶ月 土木一式
開削　φ200　L=160ｍ
水道管移設一式

一般競争入札 第２四半期 当初 ①

46 下水道課
生駒市流域関連公共下水道青山台140-
27号線工事及び水道管移設工事

青山台地内 5ヶ月 土木一式
開削　φ200　L=250ｍ
水道管移設一式

一般競争入札 第２四半期 当初 ①

47 下水道課 鹿ノ台西2丁目地内人孔鉄蓋入替工事 鹿ノ台西2丁目 3ヶ月 舗装 人孔鉄蓋の入れ替え 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

48 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

西松ヶ丘地内 3ヶ月 土木一式 開削　φ200　L=23ｍ 一般競争入札 第３四半期 当初 ①

49
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

R2.4.1～R3.3.31 竜田川浄化センター等の運転管理業務等 随意契約 第１四半期 当初 ②

50
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

R2.4.1～R3.3.31
山田川浄化センター及び中継ポンプ場6ヵ所の
運転管理業務等

随意契約 第１四半期 当初 ②

51
竜田川浄化

センター
電気設備点検業務委託 R2.4.1～R3.3.31

浄化センター及び中継ポンプ場の電気設備等
の点検

随意契約 第１四半期 当初 ②

52
竜田川浄化

センター
竜田川浄化センター機器修繕工事 東山町地内 5ヶ月 機械器具設置 竜田川浄化センターの機器のオーバーホール 一般競争入札 第２四半期 当初 ①

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの

上下水道部
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53
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

鹿ノ台東1丁目
他地内

5ヶ月 機械器具設置
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

一般競争入札 第２四半期 当初 ①

54
竜田川浄化

センター
脱臭用特殊活性炭購入 一般競争入札 第２四半期 当初 ②

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの

（5／5ページ）

上下水道部
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合は契約時期）
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1 総務課
消防本部庁舎耐震補強等設計及び工事
監理業務(債務負担行為）

R2.5.7～R3.12.28
消防本部庁舎耐震補強・設備等の設計及び工
事監理

一般競争入札 第１四半期 当初 ②

2 警防課 消防ポンプ自動車購入 消防ポンプ自動車更新に伴う購入 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

3 警防課 高規格救急自動車購入 高規格救急自動車更新に伴う購入 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

4 警防課 高規格救急自動車用資機材購入 高規格救急自動車更新に伴う資機材の購入 一般競争入札 第１四半期 当初 ②

5 警防課
はしご付消防ポンプ自動車オーバーホー
ル（債務負担行為）

R3.1～R3.4 はしご付消防ポンプ自動車の分解・点検整備 随意契約 第４四半期 当初 ②

消防本部

※備考欄表示番号：①予定価格250万円を超える建設工事請負契約　②予定価格1000万円以上の物品購入・業務委託契約等　③地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定するもの

　　　　　　　　　　　　 ④地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に規定するもの
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