
包括管理業務委託対象業務契約状況一覧 ※★＝市内業者 【参考資料１】
31年度

予算要求予定額(円）

用地管財課 本庁舎（北・南・東）
用地管財課 本庁舎（駐輪場）
用地管財課 分庁舎
市民センター 市民センター 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 10,169,399 特定随契 1年
上宮川文化センター 上宮川文化センター 株式会社三木美研舎 1,784,871 見積合わせ 1年
打出教育文化センター 打出教育文化センター 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 993,563 特定随契 1年
高齢介護課 老人福祉会館 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 5,042,901 特定随契 1年
図書館 図書館 株式会社アズビル 486,000 単者随契 1年 照明メンテナンス業務委託
図書館 図書館 株式会社三木美研舎 308,448 見積もり合わせ 1年 図書館返却ポスト管理業務

139,187,005
用地管財課 本庁舎（北・南・東）
用地管財課 分庁舎
市民センター 市民センター イオンディライト株式会社 30,149,400 見積合わせ 1年

35,381,400
用地管財課 本庁舎（駐輪場）
用地管財課 本庁舎（北・南）
用地管財課 本庁舎（東館）
用地管財課 分庁舎
用地管財課 公光分庁舎（南館）
用地管財課 公光町倉庫
市民センター 市民センター イオンディライト株式会社 設備管理に含む 見積合わせ 1年
打出教育文化センター 打出教育文化センター 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 740,630 特定随契 1年
打出教育文化センター 打出教育文化センター 株式会社三木美研舎 99,000 少額随契 随時 窓ガラス清掃
消防本部総務課 消防庁舎・高浜・東山・奥池 株式会社芦屋クリーンサービス ★ 4,621,600 見積もり合わせ 1年
障害福祉課 みどり地域生活支援センター 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 91,883 特定随契 随時
子育て推進課 精道こども園・各保育所 社会福祉法人芦屋みどり福祉会「芦屋みどり作業所」 ★ 298,080 特定随契 1年 月1回
子育て推進課 すくすく学級 株式会社芦屋クリーンサービス ★ 88,000 少額随契 随時
図書館 図書館 株式会社クレイブ 3,989,400 見積合わせ 1年
図書館 図書館 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 979,787 特定随契 1年 敷地内清掃
図書館 図書館（打出分室） 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 78,764 特定随契 1年
図書館 図書館（大原分室） 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 109,771 特定随契 1年
収集事業課 収集業務管理棟 ユーユートラスト株式会社 長期契約中のため対象外 ー H29~H31 32年度から包括加入

13,167,915
用地管財課 本庁舎（北・南）
用地管財課 本庁舎（東館）
用地管財課 分庁舎
用地管財課 公光分庁舎（南館）
市民センター 市民センター 近畿電設サービス株式会社 896,280 見積もり合わせ 1年
上宮川文化センター 上宮川文化センター 株式会社NTTファシリティーズ 252,444 見積もり合わせ 1年
打出教育文化センター 打出教育文化センター 近畿電設サービス株式会社 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H30～H32 34年度から包括加入
消防本部総務課 消防庁舎・高浜分署 株式会社NTTファシリティーズ 519,276 見積もり合わせ 1年 非常用電気設備保守点検と一括
生涯学習課 三条分室 株式会社日本電気保安協会 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H30～H32 33年度から包括加入
子育て推進課 精道こども園 未実施 151,000 ー 1年 31年度から実施
教委管理課 岩園幼稚園 株式会社日本電気保安協会 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 精道小学校 株式会社日本電気保安協会 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 宮川小学校 株式会社日本電気保安協会　 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 山手小学校 株式会社日本電気保安協会　 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 岩園小学校 株式会社日本電気保安協会 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 朝日ケ丘小学校 株式会社日本電気保安協会　 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 潮見小学校 株式会社日本電気保安協会 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 打出浜小学校 株式会社日本電気保安協会　 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 浜風小学校 株式会社日本電気保安協会　 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 精道中学校 株式会社日本電気保安協会 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 山手中学校 株式会社日本電気保安協会　 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
教委管理課 潮見中学校 株式会社日本電気保安協会　 見積もり合わせ H29~H33 34年度から包括加入
障害福祉課 みどり地域生活支援センター 近畿電設サービス株式会社 311,520 見積もり合わせ 1年
図書館 図書館 近畿電設サービス株式会社 321,408 見積もり合わせ 1年
収集事業課 収集業務管理棟 一般財団法人関西電気保安協会 389,522 見積もり合わせ 1年

4,934,250
用地管財課 本庁舎（北・南） 株式会社ＧＳユアサ 142,560 少額随契 随時 直流電源装置点検
用地管財課 本庁舎（北・南）
用地管財課 本庁舎（東館）
市民センター 市民センター 近畿電設サービス株式会社 自家用電気工作物に含む ー ー
上宮川文化センター 上宮川文化センター 株式会社NTTファシリティーズ 自家用電気工作物に含む ー ー
消防本部総務課 消防庁舎・高浜分署 株式会社NTTファシリティーズ 自家用電気工作物に含む ー ー

1,330,560
用地管財課 本庁舎（北・南・東）
用地管財課 分庁舎
用地管財課 公光分庁舎（南館）
市民センター 市民センター 都築電気株式会社 398,940 単者随契 1年
上宮川文化センター 上宮川文化センター 都築電気株式会社 39,240 単者随契 1年
消防本部総務課 消防庁舎・奥池分遣所 都築電気株式会社 679,637 単者随契 1年
福祉センター 福祉センター 都築電気株式会社 654,000 単者随契 1年

15,577,544
用地管財課 本庁舎（駐輪場）
用地管財課 本庁舎（北・南）
用地管財課 本庁舎（東館）
用地管財課 分庁舎
用地管財課 公光分庁舎（南館）
用地管財課 業平町倉庫
市民センター 市民センター 有限会社マルイ商店 ★ 495,000 見積もり合わせ 随時
上宮川文化センター 上宮川文化センター 有限会社アクア 154,000 少額随契 1年

1年

株式会社初田製作所 2,507,000 見積もり合わせ 随時

見積もり合わせ

管理・受付に含む

★

★

120,401,823

特定随契

1年

契約方法 契約期間

見積合わせ

見積もり合わせ2,092,800

備考

1年

長期契約中のため対象外

課名 施設名 委託種別
平成３０年度契約先

※30年度未のものは，平成29年度等
契約先

⑥電話交換小計

施設管理・受付

②設備管理業務小計

見積合わせ 1年

清　　掃

アズビル株式会社 5,232,000 単者随契

株式会社三木美研舎

公益社団法人芦屋市シルバー人材センター

①施設管理・受付小計

設備管理業務

株式会社三木美研舎

自家用電気工作物
保守点検

③清掃小計

保守点検は単者随契

2,071,000

ヤンマーエネルギーシステム株式会社

13,805,727

⑤非常用電気設備保守点検

④自家用電気工作物保守点検小計

近畿電設サービス株式会社

長期契約中のため対象外

日東カストディアル・サービス株式会社

都築電気株式会社

1,188,000 自家発電機設備点検整備作業非常用電気設備
保守点検

随時

見積もり合わせ 1年
電話交換業務及び
電話交換設備保守点
検

1年



打出教育文化センター 打出教育文化センター 防災電設株式会社 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H30~H32 33年度から包括加入
高齢介護課 シルバーワークプラザ 株式会社初田製作所 39,600 少額随契 1年
消防本部総務課 消防庁舎・高浜分署 有限会社マルイ商店 ★ 382,000 見積もり合わせ 1年
生涯学習課 三条分室 有限会社アクア 102,600 見積もり合わせ 1年
子育て推進課 精道こども園 株式会社山本総合防災 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H30~H32 33年度から包括加入
子育て推進課 打出保育所 有限会社マルイ商店 ★ 16,200 少額随契 1年
子育て推進課 大東保育所 有限会社マルイ商店 ★ 16,200 少額随契 1年
子育て推進課 岩園保育所 有限会社マルイ商店 ★ 16,200 少額随契 1年
子育て推進課 緑保育所 有限会社マルイ商店 ★ 14,040 少額随契 1年
子育て推進課 新浜保育所 有限会社マルイ商店 ★ 14,040 少額随契 1年
子育て推進課 すくすく学級 防災電設株式会社 45,800 少額随契 1年
教委管理課 宮川幼稚園 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 岩園幼稚園 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 小槌幼稚園 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 西山幼稚園 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 潮見幼稚園 株式会社山本総合防災 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 精道小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 宮川小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 山手小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 岩園小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 朝日ケ丘小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 潮見小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 打出浜小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 浜風小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 精道中学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 山手中学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 潮見中学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
障害福祉課 みどり地域生活支援センター 防災電設株式会社 38,500 見積もり合わせ 1年
図書館 図書館 防災電設株式会社 61,560 見積もり合わせ 1年
収集事業課 収集業務管理棟 防災電設株式会社 65,460 見積もり合わせ 1年

3,968,200
用地管財課 本庁舎（駐輪場）
用地管財課 本庁舎（北・南）
用地管財課 本庁舎（東館）
用地管財課 分庁舎
市民センター 市民センター 有限会社マルイ商店 ★ 消防用設備に含む ー ー
上宮川文化センター 上宮川文化センター 有限会社アクア 消防用設備に含む ー ー
教委管理課 宮川幼稚園 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 岩園幼稚園 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 精道小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 宮川小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 山手小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 岩園小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 打出浜小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 浜風小学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 精道中学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 山手中学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
教委管理課 潮見中学校 H30年~H32年 33年度から包括加入
図書館 図書館 防火設備法定検査 未実施 95,040 ー ー 31年度から実施

1,499,040
用地管財課 本庁舎（北・南・東）
用地管財課 本庁舎（駐輪場）
用地管財課 分庁舎
用地管財課 公光分庁舎（南館）
用地管財課 公光町倉庫
市民センター 市民センター（本館・別館） 不二熱学サービス株式会社 442,200 見積もり合わせ 1年
市民センター 市民センター（ホール） 日世冷暖サービス株式会社 770,000 見積もり合わせ 1年
市民センター 市民センター アズビル株式会社 871,200 単者随契 1年 空調自動制御機
上宮川文化センター 上宮川文化センター 株式会社阪神設備工業所 770,000 見積もり合わせ 1年 空調熱源切替点検
上宮川文化センター 上宮川文化センター 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 470,880 見積もり合わせ 1年 冷暖房設備保守点検
打出教育文化センター 打出教育文化センター 西日本綜合設備株式会社 長期契約中のため対象外 ー H30～H32 34年度から包括加入
高齢介護課 シルバーワークプラザ 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 67,100 少額随契 1年
生涯学習課 三条分室 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 118,800 見積もり合わせ 1年
子育て推進課 精道こども園 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 62,640 見積もり合わせ 1年
子育て推進課 打出保育所 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 109,080 見積もり合わせ 1年
子育て推進課 大東保育所 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 100,440 見積もり合わせ 1年
子育て推進課 岩園保育所 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 103,140 見積もり合わせ 1年
子育て推進課 緑保育所 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 115,560 見積もり合わせ 1年
子育て推進課 新浜保育所 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 89,100 見積もり合わせ 1年
子育て推進課 すくすく学級 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 235,400 見積もり合わせ 1年
障害福祉課 みどり地域生活支援センター ダイキン工業株式会社 348,800 単者随契 1年
図書館 図書館 アズビル株式会社 2,047,680 単者随契 1年 空調システム設備管理
収集事業課 収集業務管理棟 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 141,700 少額随契 1年
高齢介護課 シルバーワークプラザ 80,850 単者随契 1年
消防本部総務課 消防庁舎 321,441 単者随契 1年
子育て推進課 打出保育所 63,072
子育て推進課 緑保育所 42,120
子育て推進課 新浜保育所 68,072
教委管理課 精道小学校
教委管理課 宮川小学校
教委管理課 山手小学校
教委管理課 岩園小学校
教委管理課 朝日ケ丘小学校
教委管理課 潮見小学校
教委管理課 打出浜小学校
教委管理課 浜風小学校
教委管理課 精道中学校

見積もり合わせ

単者随契

単者随契

見積もり合わせ

見積もり合わせ

1,404,000

見積もり合わせ

ガスヒーポン保守業務

単者随契

見積もり合わせ

⑧防火シャッター保守点検

空調設備保守点検

長期契約中のため対象外

3,700,000

有限会社ティーエーシーエンジニアリング　　　

防火シャッター
保守点検

三和シャッター工業株式会社

大阪ガス株式会社

株式会社山本総合防災

三和シャッター工業株式会社

三和シヤッター工業株式会社

三和シヤッター工業株式会社

⑦消防設備保守点検小計

長期契約中のため対象外

長期契約中のため対象外
大阪ガス株式会社

長期契約中のため対象外

長期契約中のため対象外

長期契約中のため対象外

1年

1年

3,924,000

1,870,000

ー

ー

ー

消防用設備保守点検

1年

1年

随時



教委管理課 山手中学校
教委管理課 潮見中学校
教委管理課 宮川幼稚園
教委管理課 岩園幼稚園
教委管理課 小槌幼稚園
教委管理課 西山幼稚園
教委管理課 潮見幼稚園
教委管理課 精道小学校
教委管理課 宮川小学校
教委管理課 山手小学校
教委管理課 岩園小学校
教委管理課 朝日ケ丘小学校
教委管理課 潮見小学校
教委管理課 打出浜小学校
教委管理課 浜風小学校
教委管理課 精道中学校
教委管理課 山手中学校
教委管理課 潮見中学校
教委管理課 精道小学校 株式会社日立ビルシステム
教委管理課 宮川小学校 有限会社トレック
教委管理課 山手小学校 ガス暖房保守 東芝テクノシステム株式会社 300,000 単者随契 1年 ガス暖房設備保守点検

19,813,275
用地管財課 本庁舎（北・南） 株式会社日立ビルシステム 3,030,200 単者随契 1年
用地管財課 広場・南館南棟
用地管財課 本庁舎（東）・公光分庁
市民センター 市民センター 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 1,294,920 単者随契 1年
上宮川文化センター 上宮川文化センター フジテック株式会社 320,460 単者随契 1年
高齢介護課 シルバーワークプラザ 株式会社日立ビルシステム 75,900 単者随契 1年
消防本部総務課 消防庁舎 フジテック株式会社 549,360 単者随契 1年
子育て推進課 すくすく学級 日本オーチス・エレベータ株式会社 661,848 単者随契 1年
教委管理課 岩園幼稚園 フジテック株式会社　　 432,000 単者随契 1年
教委管理課 精道小学校 三菱電機ビルテクノサービス株式会社
教委管理課 宮川小学校 三菱電機ビルテクノサービス株式会社
教委管理課 宮川小学校 株式会社日立ビルシステム プール棟
教委管理課 山手小学校 三菱電機ビルテクノサービス株式会社
教委管理課 岩園小学校 日本オーチス・エレベータ株式会社　
教委管理課 朝日ケ丘小学校 株式会社日立ビルシステム
教委管理課 潮見小学校 フジテック株式会社
教委管理課 打出浜小学校 株式会社日立ビルシステム
教委管理課 浜風小学校 株式会社日立ビルシステム
学校教育課 朝日ケ丘小学校 有限会社ダイキンエレベーター 18,530 単者随契 1年
教委管理課 精道中学校 東芝エレベータ株式会社　
教委管理課 山手中学校 株式会社日立ビルシステム
教委管理課 潮見中学校 三菱電機ビルテクノサービス株式会社
教委管理課 精道中学校 株式会社シ―エスエス 144,000 単者随契 1年 いす式階段昇降機設備保守点検
図書館 図書館 三菱ビルテクノサービス株式会社 473,040 単者随契 1年

17,203,858
用地管財課 本庁舎（北・南） 扶桑電機工業株式会社 479,600 単者随契 1年
用地管財課 本庁舎（北・南・東）
用地管財課 公光分庁舎（南館）
市民センター 市民センター ナブコドア株式会社 264,988 単者随契 1年
上宮川文化センター 上宮川文化センター ナブコドア株式会社　 62,130 単者随契 1年

日本自動ドア販売株式会社 58,800 単者随契 1年
ナブコドア株式会社 62,640 単者随契 1年

打出教育文化センター 打出教育文化センター 三和シヤッター工業株式会社 79,200 単者随契 1年
消防本部総務課 消防庁舎・高浜分署 ナブコドア株式会社 223,232 単者随契 1年
障害福祉課 みどり地域生活支援センター ナブコドア株式会社 48,400 単者随契 1年
図書館 図書館 ナブコドア株式会社　 147,744 単者随契 1年

2,027,978
用地管財課 本庁舎（北・南） 株式会社三木美研舎 管理・受付に含む ー ー
用地管財課 本庁舎（東館） 株式会社三木美研舎 管理・受付に含む ー ー
学校教育課 精道小学校
学校教育課 宮川小学校
学校教育課 山手小学校
学校教育課 岩園小学校
学校教育課 朝日ケ丘小学校
学校教育課 潮見小学校
学校教育課 打出浜小学校
学校教育課 浜風小学校
学校教育課 精道中学校
学校教育課 山手中学校
学校教育課 潮見中学校
学校教育課 宮川幼稚園
学校教育課 岩園幼稚園
学校教育課 小槌幼稚園
学校教育課 朝日ケ丘幼稚園
学校教育課 西山幼稚園
学校教育課 伊勢幼稚園
学校教育課 潮見幼稚園
市民センター 市民センター イオンディライト株式会社 清掃に含む ー ー
図書館 図書館 株式会社アズビル 479,520 単者随契 1年

1,639,150
用地管財課 本庁舎（駐輪場）
用地管財課 本庁舎（北・南）
用地管財課 本庁舎（東館）
用地管財課 分庁舎
市民センター 市民センター イオンディライト株式会社 清掃に含む ー ー

単者随契

見積もり合わせ

単者随契

見積もり合わせ

3,531,600

見積もり合わせ

単者随契

長期契約中のため対象外

1,159,630

⑫環境衛生管理小計

環境衛生管理

株式会社三木美研舎

芦屋市薬剤師会

長期契約中のため対象外

⑨空調設備保守点検小計

⑩エレベーター等保守点検小計

エレベータ等保守点
検

自動ドア設備保守点
検

⑪自動ドア設備保守点検小計

★

2,610,000

601,244

長期契約中のため対象外

ナブコドア株式会社

シルバーワークプラザ高齢介護課

1,870,000

有限会社トレック

2,580,000

フジテック株式会社

1年

管理・受付に含む

1年

34年度から包括加入

34年度から包括加入

34年度から包括加入

体育館ガス吸収式空調設備保守点検

1年

H29～H33

H29～H33

H29～H33

1年

1年

ー

4,062,000 単者随契

単者随契

単者随契

単者随契 1年

1年

ー



子育て推進課 精道こども園
子育て推進課 打出保育所
子育て推進課 大東保育所
子育て推進課 岩園保育所
子育て推進課 緑保育所
子育て推進課 新浜保育所
学校教育課 精道小学校
学校教育課 宮川小学校
学校教育課 山手小学校
学校教育課 岩園小学校
学校教育課 朝日ケ丘小学校
学校教育課 潮見小学校
学校教育課 打出浜小学校
学校教育課 浜風小学校
学校教育課 山手中学校
学校教育課 潮見中学校

352,256
教委管理課 精道小学校
教委管理課 宮川小学校
教委管理課 山手小学校
教委管理課 岩園小学校
教委管理課 朝日ケ丘小学校
教委管理課 潮見小学校
教委管理課 打出浜小学校
教委管理課 浜風小学校
教委管理課 精道中学校 共同設備 31,000 少額随契 随時
教委管理課 潮見中学校
教委管理課 山手中学校
教委管理課 小槌幼稚園
教委管理課 西山幼稚園
教委管理課 伊勢幼稚園
障害福祉課 みどり地域生活支援センター 前忠工業株式会社 ★ 92,880 少額随契 随時
市民センター 市民センター イオンディライト株式会社 清掃に含む ー ー
上宮川文化センター 上宮川文化センター 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 55,000 少額随契 随時
生涯学習課 三条分室 大都保全興業株式会社 91,800 少額随契 随時

1,054,680
用地管財課 公光分庁舎（南館） セコム株式会社
用地管財課 公光町倉庫 セコム株式会社
用地管財課 陽光町倉庫 セコム株式会社 76,464 1年
用地管財課 業平町倉庫 セコム株式会社 76,464 1年
用地管財課 旧芦屋会館 セコム株式会社 76,464 1年
用地管財課 旧高浜分署 セコム株式会社 194,400 1年
市民センター 市民センター セコム株式会社 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H29～H31 32年度から包括加入
上宮川文化センター 上宮川文化センター 日本安全警備株式会社 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H29～H31 32年度から包括加入
打出教育文化センター 打出教育文化センター セコム株式会社 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H30～H32 34年度から包括加入
生涯学習課 三条分室 セコム株式会社 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H30～H32 33年度から包括加入
生涯学習課 富田砕花旧居 綜合警備保障株式会社 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H29～H31 32年度から包括加入
子育て推進課 精道こども園 綜合警備保障株式会社 73,250
子育て推進課 打出保育所 セコム株式会社 70,529
子育て推進課 大東保育所 セコム株式会社 70,529
子育て推進課 岩園保育所 セコム株式会社 70,529
子育て推進課 緑保育所 セコム株式会社 70,529
子育て推進課 新浜保育所 セコム株式会社 70,529
子育て推進課 すくすく学級 セコム株式会社 261,600
教委管理課 宮川幼稚園
教委管理課 岩園幼稚園
教委管理課 小槌幼稚園
教委管理課 朝日ケ丘幼稚園
教委管理課 西山幼稚園
教委管理課 伊勢幼稚園
教委管理課 潮見幼稚園
教委管理課 精道小学校
教委管理課 宮川小学校
教委管理課 山手小学校
教委管理課 岩園小学校
教委管理課 朝日ケ丘小学校
教委管理課 潮見小学校
教委管理課 打出浜小学校
教委管理課 浜風小学校
教委管理課 精道中学校
教委管理課 山手中学校
教委管理課 潮見中学校
障害福祉課 みどり地域生活支援センター 綜合警備保障株式会社 長期契約中のため対象外 見積もり合わせ H28~H32 33年度から包括加入
図書館 図書館 セコム株式会社 181,440 見積もり合わせ 1年
収集事業課 収集業務管理棟 セコム株式会社 85,020 少額随契 1年

3,467,347
用地管財課 本庁舎（北・南・東）
用地管財課 本庁舎（駐輪場）
用地管財課 分庁舎
福祉センター 福祉センター 株式会社三木美研舎 6,957,187 見積もり合わせ 1年
教委管理課 精道小学校
教委管理課 宮川小学校
教委管理課 山手小学校
教委管理課 岩園小学校
教委管理課 朝日ケ丘小学校
教委管理課 潮見小学校
教委管理課 打出浜小学校

見積もり合わせ

見積もり合わせ

見積もり合わせ

見積もり合わせ

大都保全興業株式会社 155,000

見積もり合わせ

見積もり合わせ

ー

⑮機械警備小計

株式会社三木美研舎

見積もり合わせ

176,256

176,000

大都保全興業株式会社

株式会社フレックス

綜合警備保障株式会社

1,050,000

甲南防疫株式会社

機械警備

⑬害虫駆除小計

害虫駆除

貯水槽点検清掃

443,000

335,000

セコム株式会社

管理受付に含む

共同設備 129,000

261,600

セコム株式会社

500,000

保安警備(人的警備)

⑭貯水槽点検清掃小計

随時

随時

見積もり合わせ 1年8,560,000

1年

1年

ー 宿直含む

随時

少額随契

少額随契

少額随契

1年

随時

1年

1年

1年



教委管理課 浜風小学校
教委管理課 精道中学校
教委管理課 山手中学校
教委管理課 潮見中学校

18,727,187
公益社団法人芦屋市シルバー人材センター/ ★
株式会社緑石園 ★

用地管財課 本庁舎（東館） 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★
用地管財課 公光分庁舎
用地管財課 公光町倉庫
市民センター 市民センター 株式会社植芳 ★ 900,000 見積もり合わせ 随時
上宮川文化センター 上宮川文化センター 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 46,200 特定随契 随時
障害福祉課 みどり地域生活支援センター 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 287,280 特定随契 随時
消防本部総務課 消防庁舎・高浜分署 有限会社植武 ★ 810,000 見積もり合わせ 随時
生涯学習課 三条分室 株式会社松浦造園土木 ★ 376,920 見積もり合わせ 随時
子育て推進課 精道こども園・各保育所 社会福祉法人芦屋みどり福祉会「芦屋みどり作業所」 ★ 609,120 特定随契 随時
子育て推進課 すくすく学級 有限会社植武 ★ 264,000 見積もり合わせ 随時
打出教育文化センター 打出教育文化センター 株式会社松浦造園土木 ★ 1,051,760 見積もり合わせ 随時
図書館 図書館 株式会社緑石園 ★ 1,077,840 見積もり合わせ 1年
教委管理課 宮川幼稚園
教委管理課 岩園幼稚園
教委管理課 小槌幼稚園
教委管理課 朝日ケ丘幼稚園
教委管理課 西山幼稚園
教委管理課 伊勢幼稚園
教委管理課 潮見幼稚園
教委管理課 精道小学校
教委管理課 宮川小学校
教委管理課 山手小学校
教委管理課 岩園小学校
教委管理課 朝日ケ丘小学校
教委管理課 潮見小学校
教委管理課 打出浜小学校
教委管理課 浜風小学校
教委管理課 精道中学校
教委管理課 山手中学校
教委管理課 潮見中学校

30,779,270
用地管財課 本庁舎（南館） オーテック電子株式会社 95,040 単者随契 1年 駐車場管制装置設備点検
市民センター 市民センター タイムズ２４株式会社 3,288,691 見積もり合わせ 1年
福祉センター 福祉センター 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター ★ 4,054,800 特定随契 1年
福祉センター 福祉センター IHI運搬機械㈱ 257,240 単者随契 1年 2段式立体駐車場装置保守
図書館 図書館 タイムズ２４株式会社 3,162,240 見積もり合わせ 1年
用地管財課 本庁舎（東）・分庁者 新明和パークテック株式会社 305,200 単者随契 1年 機械式立体駐車場保守点検

11,163,211
用地管財課 本庁舎（駐輪場）
用地管財課 本庁舎（北・南）
用地管財課 本庁舎（東館）
用地管財課 分庁舎
用地管財課 公光分庁舎（南館）
福祉センター 福祉センター 足ふきマットリース 前川株式会社 388,608 見積もり合わせ 1年

2,895,608
用地管財課 本庁舎（北・南・東）
用地管財課 本庁舎（駐輪場）
用地管財課 分庁舎
用地管財課 公光分庁舎（南館）
子育て推進課 精道こども園 山本環境整備株式会社 54,000
子育て推進課 打出保育所 山本環境整備株式会社 54,000
子育て推進課 大東保育所 山本環境整備株式会社 54,000
子育て推進課 岩園保育所 山本環境整備株式会社 54,000
子育て推進課 緑保育所 山本環境整備株式会社 54,000
子育て推進課 新浜保育所 山本環境整備株式会社 54,000
学校教育課 精道小学校
学校教育課 宮川小学校
学校教育課 山手小学校
学校教育課 岩園小学校
学校教育課 朝日ケ丘小学校
学校教育課 潮見小学校
学校教育課 打出浜小学校
学校教育課 浜風小学校
学校教育課 山手中学校
学校教育課 潮見中学校
市民センター 市民センター 株式会社スイカン 259,600 少額随契 随時
上宮川文化センター 上宮川文化センター 有限会社アクア 44,000 少額随契 1年
市民センター 市民センター 舞台吊物機構保守点検 三精テクノロジーズ株式会社 1,270,080 単者随契 1年
市民センター 市民センター 舞台音響設備保守点検 ヤマハサウンドシステム株式会社 410,400 単者随契 1年
市民センター 市民センター 舞台調光設備保守点検 パナソニックESエンジニアリング株式会社 1,080,000 単者随契 1年
障害福祉課 みどり地域生活支援センター 脱臭設備保守点検 三協エアテック株式会社 44,000 単者随契 1年
障害福祉課 みどり地域生活支援センター 給湯設備保守点検 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 277,950 単者随契 1年
用地管財課 本庁舎（北・南）・分庁舎 非常通報装置保守点 テルウェル西日本株式会社 178,760 単者随契 1年
用地管財課 本庁舎（北・南・東）
用地管財課 分庁舎
用地管財課 本庁舎（南館） 電気集塵機分解清掃 進和テック株式会社 324,000 単者随契 随時
用地管財課 本庁舎（東館） 空気清浄器メンテナンス 株式会社ジェイヂイコーポレーション 109,000 単者随契 1年
用地管財課 本庁舎（北・南） 電気時計設備保守点 シチズンＴＩＣ株式会社 145,800 単者随契 1年
用地管財課 本庁舎（北・南）
用地管財課 本庁舎（東館）

給食室内外

給食室排水層清掃

随時

単者随契

見積もり合わせ

見積もり合わせ

単者随契凰商事株式会社

見積もり合わせ

給茶器点検清掃

2,507,000

⑰植木剪定業務小計

見積もり合わせ

262,440

★

⑱駐車場管理小計

排水管清掃

駐車場管理

353,160管清工業株式会社

★

★
株式会社緑石園株式会社
松浦造園土木

⑲リース小計

⑯人的警備小計

管清工業株式会社 373,450汚水槽・雑排水槽清
掃

株式会社日立ビルシステム入退室保守

日本カルミック株式会社

12,726,840

2,437,960
株式会社緑石園
株式会社松浦造園土木

3,210,000

植木剪定業務

トイレ（洗浄殺菌装
置等）リース

1年

随時

随時

随時

見積もり合わせ 1年

見積もり合わせ

見積もり合わせ

見積もり合わせ

1年

5,711,600

1年

1年

1年

随時

用地管財課 本庁舎（北・南）

4,479,750 特定随契

株式会社梅田緑地開発 ★

1,308,000



用地管財課 分庁舎
用地管財課 本庁舎（北・南）
用地管財課 本庁舎（東館）
用地管財課 公光分庁舎（南館）
消防本部総務課 高浜分署 防火水槽清掃 未実施 81,000 少額随契 随時
消防本部総務課 高浜分署 一般廃棄物収集運搬業務 丸与商店株式会社 ★ 261,600 少額随契 1年
福祉センター 福祉センター 空調機等自動制御設備保守点検 東テク株式会社 109,000 単者随契 1年
福祉センター 福祉センター エヌエス環境株式会社 112,704 少額随契 随時
学校教育課 精道小学校
学校教育課 宮川小学校
学校教育課 山手小学校
学校教育課 岩園小学校
学校教育課 朝日ケ丘小学校
学校教育課 潮見小学校
学校教育課 打出浜小学校
学校教育課 浜風小学校
学校教育課 精道中学校
学校教育課 山手中学校
学校教育課 潮見中学校
子育て推進課 精道こども園 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 19,845 少額随契 随時
子育て推進課 打出保育所 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 19,845 少額随契 随時
子育て推進課 大東保育所 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 46,170 少額随契 随時
子育て推進課 岩園保育所 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 19,845 少額随契 随時
子育て推進課 緑保育所 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 19,845 少額随契 随時
子育て推進課 新浜保育所 有限会社ティーエーシーエンジニアリング 36,450 少額随契 随時
学校教育課 精道小学校
学校教育課 宮川小学校
学校教育課 山手小学校
学校教育課 岩園小学校
学校教育課 朝日ケ丘小学校
学校教育課 潮見小学校
学校教育課 打出浜小学校
学校教育課 浜風小学校
学校教育課 精道中学校 ー 32年度から包括加入
学校教育課 山手中学校
学校教育課 潮見中学校
子育て推進課 精道こども園 216,000
子育て推進課 打出保育所 216,000
子育て推進課 大東保育所 216,000
子育て推進課 岩園保育所 216,000
子育て推進課 緑保育所 216,000
子育て推進課 新浜保育所 216,000
福祉センター 福祉センター ローレル㈱ 196,200 単者随契 随時
学校教育課 精道小学校
学校教育課 宮川小学校
学校教育課 山手小学校
学校教育課 岩園小学校
学校教育課 朝日ケ丘小学校
学校教育課 潮見小学校
学校教育課 打出浜小学校
学校教育課 浜風小学校
学校教育課 精道中学校
学校教育課 山手中学校
学校教育課 潮見中学校
学校教育課 精道小学校
学校教育課 宮川小学校
学校教育課 山手小学校
学校教育課 岩園小学校
学校教育課 朝日ケ丘小学校
学校教育課 潮見小学校
学校教育課 打出浜小学校
学校教育課 浜風小学校
学校教育課 山手中学校
学校教育課 潮見中学校
用地管財課 公光分庁舎
子育て推進課 打出保育所

11,298,255
335,467,989

管清工業株式会社

管清工業株式会社

随時

総合計
⑳その他小計

特定随契

電気給湯器清掃整備
作業

日本ビルコン株式会社

指名競争入札

エアコン室内機分解
洗浄作業

470,250

厨房内換気扇・高所
扇風機清掃

100,914

ろ過施設点検業務 光伸株式会社

172,800

385,000

未実施 1,103,867

公益社団法人芦屋市シルバー人材センター

赤外線調査費用

給食放射能検査業務
に付随する業務

水質検査

随時

1年

随時

随時

見積もり合わせ

見積もり合わせ

随時

随時

単者随契

★

少額随契

少額随契株式会社関西環境センター 82,280

有限会社ティーエーシーエンジニアリング


