
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： 総務部 危機管理室

工事担当課： 総務部 危機管理室

整 理 番 号 １

工事等名 令和２年度 祝園第２自転車駐車場防犯カメラ設置事業

工事等概要

木津警察署及び京都府防犯設備士協会により防犯診断を実施した結果、一

昨年に形状変化のあった祝園第２自転車駐車場において、防犯カメラの増

設することにより、特に自転車盗の抑制効果が十分に期待できるもの。

随意契約とした理由

・随契理由

設計金額が精華町契約規則第 9条第 1項第 1号に定める額内であるため

・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項第 1号

契約経過

・見積依頼 令和 2年 11月 30日 依頼者数 3者
・見積徴収 令和 2年 12月 9日 見積者 3者

辞退 0者、失格 0者、無効 0者、不着 0者
・予定価格 円（税込）【非公表】

・最低制限価格 なし

・業者選定理由

入札参加資格者名簿登録業者の内から、当該現場及び電気工事に精通し

た業者を選定。

契約業者名 株式会社 モリタ電化 代表取締役 森田 公一郎

契約金額 407,000 円 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 建設課

工事担当課： 事業部 建設課

整 理 番 号 ２

工事等名 令和２年度 雨水人孔修繕

工事等概要

雨水人孔修繕

雨水人孔蓋取替工 5箇所
舗装工 8㎡

随意契約とした理由

・随契理由

道路パトロール時及び住民からの通報によって発見された、雨水人孔蓋

のがたつき及び人孔蓋周辺に生じた段差について、修繕予定箇所は住宅地

内の幹線道路及び生活道路であり、幹線道路については交通量が非常に多

く、がたつきや段差によって、交通騒音が昼夜問わず発生していることか

ら、迅速な対応を行い早期解消をはかる必要があるとともに、予定価格が

130万円を超えないため、地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 1
号に基づきまた精華町契約規則第 9条第 1項第 1号を準用し随意契約を行
った。

・関係法令

地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 1号及び第 5号
精華町契約規則第 9条第 1項第 1号（準用）

契約経過

・見積依頼 令和 2年 10月 12日 依頼者数 1者
・見積徴収 令和 2年 10月 12日 見積者 1者

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 なし

・業者選定理由

緊急対応を要するため、すでに緊急の修繕を行う体制を確保している令

和２年度河川等緊急対応維持修繕工事を受注している(株)誠工務店を選定
した。

案件②



別記様式第４号（第８条関係）

契約業者名 株式会社 誠工務店 代表取締役 清水 誠

契約金額 968,000 円 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： 事業部 建設課

工事担当課： 事業部 建設課

整 理 番 号 ３

工事等名 令和２年度 公園等照明灯維持修繕工事

工事等概要

公園照明維持工

高圧水銀ランプ取替（HX200X） 10個
高圧水銀ランプ取替（HX250X） 10個
漏電調査・修繕 4箇所

高所作業車運転

高所作業車運転 1日
交通管理工

交通誘導警備員 1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、公園や道路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、地方自治法施行令
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、
随意契約を行ったものです。

・関係法令

地方自治法施行令 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

契約経過

・見積依頼 令和 2年 12月 14日 依頼者数 4者
・見積徴収 令和 2年 12月 21日 見積者 3者

辞退 0者、失格 0者、無効 0者、入札書不着 1者
・予定価格 円（税込）【非公表】

・最低制限価格 なし

・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

案件③



別記様式第４号（第８条関係）

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 468,600 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 ４

工事等名 令和２年度 狛田駅東特定土地区画整理事業 除草業務委託（その２）

工事等概要

狛田駅東特定土地区画整理事業区域内の公園や保留地等、町が管理して

いる土地及び施設の環境維持を図る。

機械除草工 A=5,500㎡
人力除草工 A=68㎡
散在塵埃収集工 A=5,560㎡
処分工 一式

随意契約とした理由

・随契理由

高年齢者等の雇用の安定等を図るため社団法人精華町シルバー人材センター

へ随意契約を行うもの

・根拠法令

地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 3号

契約経過

・見積依頼 令和 2年 11月 11日 依頼者数 1者
・見積徴収 令和 2年 11月 13日 見積者 1者

辞退 0者、失格 0者、無効 0者、不着 0者
・予定価格 円（税込）【非公表】

・最低制限価格 なし

・業者選定理由 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 37条に規定す
るシルバー人材センターであること

契約業者名 公益社団法人精華町シルバー人材センター 理事長 眞島 勝

契約金額 592,900 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： 教育部 学校教育課

工事担当課： 教育部 学校教育課

整 理 番 号 ５

工事等名 精華町立精北・山田荘小学校ブランコ境界柵設置工事

工事等概要

・実施の目的

精北小学校及び山田荘小学校に設置しているブランコについては境界柵が

なく、カラーコーンを設置して注意喚起を行っており、事故防止のために固

定式の境界柵を設置するもの。

・工事内容

4連ブランコ境界柵（精北小学校） 18.4m

ブランコ境界柵（山田荘小学校） 11.5m

随意契約とした理由

・随契理由

工事請負で予定価格が 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 11 月 6 日 依頼者数 3者

・見積徴取 令和 2年 11 月 17 日 見積者 3者

辞退 0者、失格 0者、無効 0者、不着 0者

・予定価格 円（税込）【非公表】

・最低制限価格 なし

・業者選定理由

町内に本社又は営業所を置いている入札参加資格者名簿登録業者の中から

建築工事業を主体としている業者を選定

契約業者名 裏出建設工業(株) 代表取締役 裏出 豊

契約金額 759,000 円（税込） 落札率

案件⑤



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 ６

工事等名 むくのきセンター各種スポット型感知器等取替修繕

工事等概要

〇むくのきセンター内、不動作の光電式スポット型感知器・差動式スポット

型感知器の取替及び誘導灯予備電池の交換を行う。

〇機器の数量は別紙の指定箇所の 50箇所とする。
〇下記製品の同等品以上。

・光電式スポット型感知器２種 FDK246（能美防災㈱） 43個
・差動式スポット型感知器２種 FDPJ206-R（能美防災㈱） 3個
・誘導灯予備電池 FK725（パナソニック㈱） 4個
・取替工事費（撤去・設置） 50箇所
・処分費 1式
〇消防法に基づく消防用設備等に係る届出（着手届・設置届・完了検査等）

を行うこと。

〇取替工事にあたり、実施日等を、むくのきセンター指定管理者（特定非営

利活動法人精華町体育協会）と調整すること。

〇本書に定める事項について疑義が生じた場合、又、工事の履行にあたり不

明な事項等については、協議の上、決定するものとする。

随意契約とした理由

・随契理由

設計額が、精華町契約規則第 9条第 1項第 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項第 1号

案件⑥



別記様式第４号（第８条関係）

契約経過

・見積依頼 令和 2年 11月 27日 依頼者数 5者
・見積徴収 令和 2年 12月 11日 見積者 3者

辞退 2者、失格 0者、無効 0者、不着 0者
・予定価格 円（税込）【非公表】

・最低制限価格 なし

・業者選定理由

取替箇所の未使用期間や休館日での実施となるため、入札参加資格者

名簿に登録のある業者の内、電気設備工事が可能で、臨機の応対や早急

な対応ができる町内事業者より選定。

契約業者名 （株）モリタ電化 代表取締役 森田 公一郎

契約金額 753,500 円（税込） 落札率

案件⑥




