
別記様式第４号（第８条関係）

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 上下水道部 上下水道課

工事担当課： 上下水道部 上下水道課

整 理 番 号 13

工事等名
光台配水池水位計緊急修繕

工事等概要

・実施の目的

光台配水池に設置される水位計の緊急修繕

・工事内容及び数量

水位計の取替 １台

水位計取替に伴う各機器の調整

随意契約とした理由

・随契理由

配水池内の水位計故障により、配水池への送水ポンプが作動せず配水池

内の水位計が低下したことにより、各家庭への水道水の供給に支障をきた

し、緊急に復旧する必要があるため。

・根拠法令

地方公営企業法施行令第二十一条の十四第一項第五号

契約経過

・故障発生 令和 2年 7月 9日
・見積依頼 令和 2年 7月 9日 依頼者数 1者
・見積徴取 令和 2年 7月 9日 見積者 1者
・予定価格 円（税込）

・業者選定理由

緊急を要するため、精華町水道電気施設・制御系緊急対応に関する協定書

を締結している和喜水工業株式会社を選定。

契約業者名

和喜水工業株式会社 代表取締役 日根 和宏

契約金額
1,234,200円（税込）

落札率

案件①



別記様式第４号（第８条関係） 

 

抽出案件説明書（随意契約） 
 

入札執行課：  事業部 営繕室             

工事担当課：  事業部 営繕室        

 

整 理 番 号 5  

工事等名 令和 2 年度 町営住宅出森団地 A 棟 103 号空家改修工事 

工事等概要 

空家改修工事 

（改修内容） 

・ｼｰﾘﾝｸﾞ打替【6.1m】 ・壁、天井、扉ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替【153.9 ㎡】 

・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り【2.2 ㎡】 ・畳表替え【6 枚】 ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠取替【2 か所】 

・障子、和紙張替【6.2 ㎡】 ・襖入れ替え【5 枚】 

・木製建具枠、額縁 EP-G 塗装【61.9m】 ・照明器具取替【2 か所】 

・上り框、玄関巾木 EP-G 塗装【4.9ｍ】 ・郵便受、室名札取替【1 か所】 

・ｸｰﾗｰｽﾘｰﾌﾞ取替【2 か所】 ・水切り棚取替【1 か所】  

・ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ【65.4 ㎡】 

随意契約とした理由 

・随契理由 

 予定価格が、130 万円以下のため 

・根拠法令 

 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号 

 精華町契約規則第 9 条第 1 項第 1 号 

契約経過 

・見積依頼   令和 2 年 9 月 7 日 依頼者数 3 者 

・見積徴収   令和 2 年 9 月 16 日 見積者数 3 者 

        うち、失格 2 者 

・予定価格   円（税込）【非公表】 

・最低制限価格 設定なし 

・業者選定理由 

 建築一式工事の許可を有し町内に本社・本店を置いている入札参加資格

者名簿登録業者の中から町営住宅の修繕等の実績があり、町営住宅の構造

等を熟知している業者を選定 

契約業者名 
㈱吉田建築 

代表取締役 吉田 一雄 

契約金額 ¥968,000 円（税込) 落札率  

 

案件②



別記様式第４号（第８条関係）

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 教育部 生涯学習課

工事担当課： 教育部 生涯学習課

整 理 番 号 10

工事等名
精華町立図書館閲覧室網戸設置工事

工事等概要

○コロナウィルス感染防止対策として閲覧室の換気を効率よく行えるよう

に、窓に網戸を設置するものである。

○網戸は図書館閲覧席の窓に２８カ所設置する。

・SeroaⅡ C型（チェーンコード操作タイプ）W:850 H:1895 １５箇所

・SeroaⅡ C型（チェーンコード操作タイプ）W:850 H:1820 ９箇所

・SeroaⅡ C型（スプリングタイプ）W:850 H:438 ４箇所

随意契約とした理由

・随契理由

契約金額が、精華町契約規則第 9条第 1号に掲げる額を下回っているた
め。

・根拠法令

地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 1号
精華町契約規則第 9条第 1号

契約経過

・見積依頼 令和 2年 9月 4日 依頼者数 21者
・見積徴収 令和 2年 9月 15日 見積者 21者

うち辞退 9者、不着 2者
・予定価格 円（税込、非公表）

・最低制限価格 無

・業者選定理由

入札参加資格者名簿に登録のある業者の内、「建築一式工事」で登録があ

る町内業者を選定した。

契約業者名

(株)吉田建築 代表取締役 吉田 一雄

契約金額
８５８，０００円（税込）

落札率

案件③



別記様式第４号（第８条関係）

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 事業部 都市整備課

工事担当課： 事業部 都市整備課

整 理 番 号 ８

工事等名 令和２年度 僧坊・前川線道路築造工事に伴う周辺整備工事

工事等概要

過年度より整備を進めている僧坊・前川線において、近接する里道の保全

を行うため、工事を実施する。

（道路維持工事）

組立土留め工 Ｌ＝39.0ｍ

随意契約とした理由

・随契理由

少額の契約のため

・根拠法令

地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 1号
精華町契約規則第 9条第 1号

契約経過

・見積依頼 令和 2年 9月 7日 依頼者数 5者
・見積徴収 令和 2年 9月 15日 見積者 5者

うち、辞退 1者
・予定価格 円（税込）【非公表】

・最低制限価格 設定なし

・業者選定理由

土木一式工事の許可を有し町内に本社・本店を置いている入札参加資格

者名簿登録業者の中から、施工区域に近接した箇所（下狛、菱田地区）に

事業所があり、本工事が小規模の工事であることから、ランクがＣ級であ

る全 5業者を選定。

契約業者名 ヨシカワ建設 代表者 吉川 宗

契約金額 836,000円（税込） 落札率

案件④



別記様式第４号（第８条関係）

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 事業部 建設課

工事担当課： 事業部 建設課

整 理 番 号 6

工事等名 令和２年度 道路等照明灯維持修繕（その２）工事

工事等概要

道路照明維持工

高圧水銀ランプ取替（HF100X） ５個

高圧水銀ランプ取替（HF200X） １０個

高圧水銀ランプ取替（HF250X） ５個

高圧ナトリウムランプ取替（NH180F・LS） ５個

漏電調査・修繕 ３箇所

照明球処分 ３０ｋｇ

灯具等処分 ３０ｋｇ

公園照明維持工

高圧水銀ランプ取替（HF200X） １０個

高圧水銀ランプ取替（HF250X） ５個

高所作業車運転

高所作業車運転 ３日

交通管理工

交通誘導警備員 ３人日

随意契約とした理由

・随契理由

漏電が疑われる箇所について、調査及び修繕を早急に行う必要があ

り、併せて、道路・公園で今後想定される照明器具の故障や球切れ等

にも安全上や防犯上の観点からも迅速に対応できるよう業者と契約

する必要があり、本件工事請負予定価格が 130万円を超えないため、
地方自治法施工令 167条の 2第 1項第 1号及び精華町契約規則第 9
条第 1項第 1号に基づき、随意契約にて行ったものです。

・根拠法令

地方自治法施工令 167条の 2第 1項第 1号
精華町契約規則第 9条第 1項第 1号

案件⑤



別記様式第４号（第８条関係）

契約経過

・見積依頼 令和 2年 8月 19日 依頼者数 4者
・見積徴収 令和 2年 8月 26日 見積者 4者

うち、辞退 0者、失格 0者、無効 0者、入札書不着 0者
・予定価格 円（税込）非公表

・最低制限価格 無し

・業者選定理由

電気工事の許可を有し町内に本社・本店を置いている入札参加資格者名

簿登録業者の中から、照明灯修繕工事の実績があり電気工事に精通し

ている電気工事等を主体としている業者を選定しました。

契約業者名 株式会社 中西電気工業 代表取締役 中西 光泰

契約金額 713,900円（税込） 落札率



別記様式第４号（第８条関係） 

 

抽出案件説明書（随意契約） 
 

入札執行課：  事業部 営繕室             

工事担当課：  事業部 営繕室        

 

整 理 番 号 ４  

工事等名 令和 2 年度 町営住宅塚本団地 207 号空家改修工事 

工事等概要 

空家改修工事 

（工事内容） 

・ｼｰﾘﾝｸﾞ打替【8m】 ・壁、天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替【247 ㎡】 

・畳表替え【6 枚】 ・玄関戸ｼﾘﾝﾀﾞｰ取替【1 か所】 

・ｼｬｯﾀｰ錠取替【1 か所】 ・ｸｰﾗｰｽﾘｰﾌﾞ取替【3 か所】 

・ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ【94.9 ㎡】 

随意契約とした理由 

・随契理由 

 予定価格が、130 万円以下のため 

 

・根拠法令 

 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号 

 精華町契約規則第 9 条第 1 項第 1 号 

契約経過 

・見積依頼   令和 2 年 8 月 3 日  依頼者数 4 者 

・見積徴収   令和 2 年 8 月 21 日  見積者  4 者 

        うち、失格 2 者 

・予定価格   円（税込）【非公表】 

・最低制限価格 【設定なし】 

・業者選定理由 

 建築一式工事の許可を有し町内に本社・本店を置いている入札参加資格

者名簿登録業者の中から町営住宅の修繕等の実績があり、町営住宅の構造

を熟知している業者を選定 

契約業者名 
裏出建設工業㈱ 

代表取締役 裏出 豊 

契約金額 ¥627,000 円（税込) 落札率  

案件⑥




