
競争入札による契約の結果
【令和2年3月分】役務・物品購入等 独立行政法人都市再生機構西日本支社

公益法人の区分
国所管、都道府

県
所管の区分

応札・応募者数

令和３年度独立行政法人都市再生機構西日
本支社管轄団地におけるルームエアコン
ディショナの購入

契約担当役
西日本支社長
田中　伸和
大阪府大阪市城東区森之宮１－
６－８５

令和3年3月12日
（株）富士通ゼネラル
神奈川県川崎市高津区末長３－
３－１７

6020001066941 一般競争入札 212,366,000円 107,335,500円 50.5％

【ＵＲコミュニティ】ＵＲ賃貸住宅団地内
駐車場等夜間監守業務（富田団地他５１団
地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
千里住まいセンター長
松本　憲始
大阪府豊中市新千里東町１－４
－２

令和3年3月1日
大都美装（株）
大阪府大阪市北区大淀南１－１
１－１６

5120001035516 一般競争入札 11,628,100円 6,930,000円 59.6％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（富田団地他５０団地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
千里住まいセンター長
松本　憲始
大阪府豊中市新千里東町１－４
－２

令和3年3月29日
（株）カンポ
京都府京都市伏見区羽束師古川
町２３３

5130001014163 一般競争入札 8,734,000円 4,842,750円 55.4％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（Ａ東三国団地他３団
地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
千里住まいセンター長
松本　憲始
大阪府豊中市新千里東町１－４
－２

令和3年3月29日
（株）カンポ
京都府京都市伏見区羽束師古川
町２３３

5130001014163 一般競争入札 1,578,500円 910,800円 57.7％

【ＵＲコミュニティ】ＵＲ賃貸住宅団地内
駐車場等夜間監守業務（山本団地他５７団
地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
大阪住まいセンター
センター長　熊澤学
大阪府大阪市城東区森之宮２－
９－２０４

令和3年3月2日
東洋ワークセキュリティ（株）
宮城県仙台市青葉区国分町１－
７－１８

9370001018599 一般競争入札 11,628,100円 8,106,912円 69.7％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（老松町団地他３３団
地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
大阪住まいセンター
センター長　熊澤学
大阪府大阪市城東区森之宮２－
９－２０４

令和3年3月16日
（株）カンポ
京都府京都市伏見区羽束師古川
町２３３

5130001014163 一般競争入札 9,911,000円 4,207,500円 42.5％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（西長堀団地他２８）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
大阪住まいセンター
センター長　熊澤学
大阪府大阪市城東区森之宮２－
９－２０４

令和3年3月16日
（株）カンポ
京都府京都市伏見区羽束師古川
町２３３

5130001014163 一般競争入札 8,756,000円 3,747,150円 42.8％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（山本団地他２１）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
大阪住まいセンター
センター長　熊澤学
大阪府大阪市城東区森之宮２－
９－２０４

令和3年3月16日
（株）カンポ
京都府京都市伏見区羽束師古川
町２３３

5130001014163 一般競争入札 2,992,000円 1,320,000円 44.1％

備　　考
工事、業務又は物品購入等契約の

名称及び数量等
契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日
契約相手方の氏名

及び住所
一般競争・指名競争の別
（総合評価方式の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

契約相手方の法人番号



競争入札による契約の結果
【令和2年3月分】役務・物品購入等 独立行政法人都市再生機構西日本支社

公益法人の区分
国所管、都道府

県
所管の区分

応札・応募者数

備　　考
工事、業務又は物品購入等契約の

名称及び数量等
契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日
契約相手方の氏名

及び住所
一般競争・指名競争の別
（総合評価方式の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

契約相手方の法人番号

【ＵＲコミュニティ】賃貸住宅団地内駐車
場等夜間監守業務（助松団地他４２団地）

業務受託者
(株）ＵＲコミュニティ泉北住ま
いセンター　センター長　関
真司　大阪府堺市中区深井沢町
３２５７

令和3年3月1日
大都美装（株）
大阪府大阪市北区大淀南１－１
１－１６

5120001035516 一般競争入札 9,304,900円 5,955,840円 64.0％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（助松団地他１９団地）

業務受託者
(株）ＵＲコミュニティ泉北住ま
いセンター　センター長　関
真司　大阪府堺市中区深井沢町
３２５７

令和3年3月16日
（有）福商リサイクル
大阪府八尾市西高安町５－３２
－４

8122002016211 一般競争入札 9,636,000円 3,625,000円 37.6％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（白鷺団地他２０）

業務受託者
(株）ＵＲコミュニティ泉北住ま
いセンター　センター長　関
真司　大阪府堺市中区深井沢町
３２５７

令和3年3月16日
（有）徳山産業
大阪府高槻市北大樋町４５－１

4120902010816 一般競争入札 9,977,000円 4,392,900円 44.0％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（竹城台一丁団地他１
１）

業務受託者
(株）ＵＲコミュニティ泉北住ま
いセンター　センター長　関
真司　大阪府堺市中区深井沢町
３２５７

令和3年3月16日
（有）徳山産業
大阪府高槻市北大樋町４５－１

4120902010816 一般競争入札 9,471,000円 4,034,000円 42.6％

【ＵＲコミュニティ】令和３年度ダストコ
ンテナ等の購入

業務受託者
(株）ＵＲコミュニティ泉北住ま
いセンター　センター長　関
真司　大阪府堺市中区深井沢町
３２５７

令和3年3月24日
積水テクノ成型（株）
東京都港区西新橋２－６－２

1010401090456 一般競争入札 8,246,865円 5,977,950円 72.5％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（明石舞子団地他３団
地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ兵庫住
まいセンターセンター長
藤本　進太郎
兵庫県神戸市中央区御幸通７－
１－１５

令和3年3月17日
（株）ウエスト
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１
０

9140001019975 一般競争入札 1,386,000円 814,000円 58.7％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（多聞台団地他２９団
地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ兵庫住
まいセンターセンター長
藤本　進太郎
兵庫県神戸市中央区御幸通７－
１－１５

令和3年3月17日
（株）ウエスト
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１
０

9140001019975 一般競争入札 6,138,000円 3,630,000円 59.1％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（磯上公園団地他２８団
地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ兵庫住
まいセンターセンター長
藤本　進太郎
兵庫県神戸市中央区御幸通７－
１－１５

令和3年3月17日
（株）ウエスト
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１
０

9140001019975 一般競争入札 6,138,000円 3,630,000円 59.1％



競争入札による契約の結果
【令和2年3月分】役務・物品購入等 独立行政法人都市再生機構西日本支社

公益法人の区分
国所管、都道府

県
所管の区分

応札・応募者数

備　　考
工事、業務又は物品購入等契約の

名称及び数量等
契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日
契約相手方の氏名

及び住所
一般競争・指名競争の別
（総合評価方式の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

契約相手方の法人番号

【ＵＲコミュニティ】ＵＲ賃貸住宅団地内
駐車場夜間監守業務（多聞台団地他５８団
地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ兵庫住
まいセンターセンター長
藤本　進太郎
兵庫県神戸市中央区御幸通７－
１－１５

令和3年3月31日
東洋ワークセキュリティ（株）
宮城県仙台市青葉区国分町１－
７－１８

9370001018599 一般競争入札 11,628,100円 9,295,000円 79.9％

【ＵＲコミュニティ】ＵＲ賃貸住宅団地内
駐車場等夜間監守業務（観月橋団地他２１
団地)（京都住まいセンター）

業務受託者
(株）ＵＲコミュニティ
京都住まいセンター
センター長　櫻井　崇
京都市中京区烏丸御池下ル虎屋
町５６６－１

令和3年3月3日
（株）ＫＢＳ
奈良県大和高田市神楽３－１１
－９

4150001014939 一般競争入札 5,814,600円 4,811,400円 82.7％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務その１（京都住まいセン
ター)

業務受託者
(株）ＵＲコミュニティ
京都住まいセンター
センター長　櫻井　崇
京都市中京区烏丸御池下ル虎屋
町５６６－１

令和3年3月17日
（有）福商リサイクル
大阪府八尾市西高安町５－３２
－４

8122002016211 一般競争入札 9,962,634円 4,452,800円 44.7％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務その２（京都住まいセン
ター)

業務受託者
(株）ＵＲコミュニティ
京都住まいセンター
センター長　櫻井　崇
京都市中京区烏丸御池下ル虎屋
町５６６－１

令和3年3月17日
（有）福商リサイクル
大阪府八尾市西高安町５－３２
－４

8122002016211 一般競争入札 9,890,777円 3,977,600円 40.2％

【ＵＲコミュニティ】ＵＲ賃貸住宅団地内
駐車場等夜間監守業務

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
奈良住まいセンター
センター長　南野　裕一
奈良県奈良市右京１－４

令和3年3月3日
（株）ＫＢＳ
奈良県大和高田市神楽３－１１
－９

4150001014939 一般競争入札 5,806,548円 4,752,000円 81.8％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（富雄団地他２２団地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
奈良住まいセンター
センター長　南野　裕一
奈良県奈良市右京１－４

令和3年3月17日
（有）福商リサイクル
大阪府八尾市西高安町５－３２
－４

8122002016211 一般競争入札 8,732,196円 3,905,000円 44.7％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（高の原駅西団地他６団
地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
奈良住まいセンター
センター長　南野　裕一
奈良県奈良市右京１－４

令和3年3月17日
（有）福商リサイクル
大阪府八尾市西高安町５－３２
－４

8122002016211 一般競争入札 1,360,337円 715,000円 52.6％

【ＵＲコミュニティ】ＵＲ賃貸住宅団地内
駐車場等夜間監守業務（浜甲子園団地他４
９団地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
阪神住まいセンター
センター長　多田　嗣
尼崎市昭和通３－９５

令和3年3月3日
大都美装（株）
大阪府大阪市北区大淀南１－１
１－１６

5120001035516 一般競争入札 11,625,900円 7,444,800円 64.0％



競争入札による契約の結果
【令和2年3月分】役務・物品購入等 独立行政法人都市再生機構西日本支社

公益法人の区分
国所管、都道府

県
所管の区分

応札・応募者数

備　　考
工事、業務又は物品購入等契約の

名称及び数量等
契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日
契約相手方の氏名

及び住所
一般競争・指名競争の別
（総合評価方式の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

契約相手方の法人番号

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（伝法団地他１６団地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
阪神住まいセンター
センター長　多田　嗣
尼崎市昭和通３－９５

令和3年3月17日
山田衛生（株）
大阪府大阪市西成区萩之茶屋３
－２－１０

5120001139498 一般競争入札 13,805,000円 7,172,000円 52.0％

【ＵＲコミュニティ】産業廃棄物等の収集
運搬及び処分業務（浜甲子園団地他３９団
地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
阪神住まいセンター
センター長　多田　嗣
尼崎市昭和通３－９５

令和3年3月17日
（有）福商リサイクル
大阪府八尾市西高安町５－３２
－４

8122002016211 一般競争入札 10,890,000円 7,370,000円 67.7％

【ＵＲコミュニティ】令和３年度ポリ袋の
購入（阪神住まいセンター）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
阪神住まいセンター
センター長　多田　嗣
尼崎市昭和通３－９５

令和3年3月29日
（有）平野商店
大阪府大阪市大正区三軒家西２
－５－４

5120002014997 一般競争入札 5,298,436円 3,208,700円 60.6％

令和３年度西日本支社に係る嘱託登記等業
務（アセット活用）

分任契約担当役
西日本支社アセット活用部長
角五 秀治
大阪府大阪市北区梅田２－２－
２２

令和3年3月31日
河本善門事務所
大阪府大阪市北区南森町２－３
－２３

- 一般競争入札 1,524,600円 167,706円 11.0％

ＵＲ賃貸住宅空家情報等に係る通話料着信
課金サービスの提供

分任契約担当役
西日本支社
住宅経営部担当部長
村上　維男
大阪府大阪市北区梅田２－２－
２２

令和3年3月12日
ソフトバンク（株）
東京都港区海岸１－７－１

9010401052465 一般競争入札 13,220,900円 6,698,552円 50.7％

令和３年度大阪エリアにおける団地内意匠
看板変更及び点検等業務

分任契約担当役
西日本支社大阪エリア経営部長
佐々木　真
大阪府大阪市北区梅田２－２－
２２

令和3年3月4日
アイシンハウジング（株）
大阪府大阪市都島区毛馬町１－
１８－１８

8120001106371 一般競争入札 34,334,300円 10,890,000円 31.7％

洗濯機置台の購入

分任契約担当役
西日本支社大阪エリア経営部長
佐々木　真
大阪府大阪市北区梅田２－２－
２２

令和3年3月29日
関西文具（株）
大阪府大阪市中央区南久宝寺町
１－４－９

4120001062627 一般競争入札 4,692,600円 3,410,000円 72.7％

令和３年度　兵庫エリア経営部管轄団地に
おける団地内看板意匠変更及び点検等業務

分任契約担当役
西日本支社
兵庫エリア経営部長
柳生信治
神戸市中央区御幸通
７－１－１５

令和3年3月17日
（株）協同工芸社
千葉県千葉市美浜区新港１５２

5040001001732 一般競争入札 8,101,280円 2,758,250円 34.0％



競争入札による契約の結果
【令和2年3月分】役務・物品購入等 独立行政法人都市再生機構西日本支社

公益法人の区分
国所管、都道府

県
所管の区分

応札・応募者数

備　　考
工事、業務又は物品購入等契約の

名称及び数量等
契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日
契約相手方の氏名

及び住所
一般競争・指名競争の別
（総合評価方式の実施）

予定価格 契約金額 落札率

公益法人の場合

契約相手方の法人番号

令和３年度　京奈エリア経営部管轄団地に
おける団地内看板意匠変更及び点検等業務

分任契約担当役
西日本支社
京奈エリア経営部長
坂野　友義
京都府京都市下京区四条通東洞
院東入立売西町６６

令和3年3月24日
（株）アド・フロック
大阪府大阪市北区長柄東２－８
－３６

5120001114501 一般競争入札 3,959,010円 1,635,383円 41.3％


