
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 1

工事等名 令和４年度 谷・片山線道路改良工事に伴う上下水道管移設工事

工事等概要

上水道工事

給水管布設工φ25 1式
下水道工事

取付管 L=3.6ｍ 1箇所
取付管 L=4.5ｍ 1箇所

随意契約とした理由

・随契理由

予定価格が地方公営企業法施行令等により随意契約ができる金額の範

囲内のため

・根拠法令

地方公営企業法施行令第 21条の 14第 1項第 1号及び第 6号
地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 1号及び第 6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 4年 9月 13日 依頼者数 1者
・見積徴収 令和 4年 9月 20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 設定しない

・業者選定理由

本工事は、町道谷・片山線道路改良工事に伴い、道路占用している上

下水道管が支障となるため移設工事を行うものであり、今回、道路改良

工事と一体的な施工を行うことにより、工事の輻輳回避、歩行者や通行

車両の安全確保が図れ、また工事における地元調整や工程調整に要する

時間についても短縮を図ることにより、工期の短縮が可能となることか

ら、道路改良工事を受注している（株）杉山組を選定した。

契約業者名 （株）杉山組 代表取締役 杉山 喜佐雄

契約金額 357,500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 検査住宅課

工事担当課： 事業部 検査住宅課

整 理 番 号 ２

工事等名 令和４年度 塚本団地加圧給水ポンプユニット更新工事

工事等概要

加圧給水ポンプユニット更新工事一式

【撤去機器】

・加圧給水ポンプユニット【1基】

【新設機器】

・加圧給水ポンプユニット【1基】

・防振架台 【1台】

・仕切弁 【3個】

・球形フレキ 【3個】など

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 4年 6月 21 日 依頼者数 1者

・見積徴収 令和 4年 6月 28 日 見積者 1者

・予定価格 円（税抜） 円（税込）【非公表】

・最低制限価格 【設定なし】

・業者選定理由

今回更新する加圧給水ポンプユニットについては、既設の遠隔監視装置

と連動させる必要があり、他のメーカーの機器を設置した場合、適正な機

能確保が困難になり、又、現保守契約では対応することができなくなるこ

とから、既設ポンプと同じメーカーの機器にする必要があったため。

契約業者名 テラル株式会社 大阪支店 支店長 若林 聡

契約金額 1,210,000 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：学校教育課

工事担当課：学校教育課

整 理 番 号 ３

工事等名 令和 4年度 山田荘小学校高木伐採工事

工事等概要

造園工事

伐採 大松２本、赤松３本

伐採の範囲は、枝等が電線にかからないように伐採する。

処分 伐採で出た枝、幹等の処分

安全対策 交通誘導員を合計２名配置する。

随意契約とした理由

・随意契約理由

設計額が 130万円未満のため
・根拠法令

地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 1号

契約経過

・見積依頼 令和 4年 6月 21日 依頼者数 ４者

・見積徴取 令和 4年 7月 1日 見積者 ４者

辞退０者、失格０者、無効０者、不着０者

・予定価格 円（税抜） 円（税込）【非公表】

・最低制限価格 設定無し

・業者選定理由

造園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造園工事業を主体としている業者を選定。

契約業者名 山一興業株式会社 代表取締役 山本 治

契約金額 ３８６，６５０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 建設課

工事担当課：事業部 建設課

整 理 番 号 ７

工事等名 令和４年度 下狛ポンプ場空調設備修繕

工事等概要

・実施の目的

下狛ポンプ場の機能維持のため、空調設備（エアコン）の修繕を行うもの。

・工事内容や数量

空調設備（エアコン） 室内機取替 ２台

空調設備（エアコン） 室外機取替 １台

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

地方公営企業法施行令第２１条１４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４年６月２４日 依頼者数 ４者

・見積徴収 令和４年７月６日 見積者 ３者 辞退１者

・予定価格 円（税抜） 円（税込）

【非公表】

・最低制限価格 無し

・業者選定理由

町内業者のうち管工事及び電気工事の入札参加資格を有している業者

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 ７５４，８００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：総務部 自治振興課

工事担当課：総務部 自治振興課

整 理 番 号 ９

工事等名 中久保田集会所１階便所改修工事

工事等概要

便所改修工事

・和式便器撤去 ２基

・洋式便器新設 １基

・トイレブースの一部加工 等

随意契約とした理由

・随契理由

予定価格（工事費）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号

契約経過

・見積依頼 令和 4年 8月 4日 依頼者数 11者
・見積徴収 令和 4年 8月 23日 見積者 2者

辞退 7者、失格 0者、無効 0者、不着 2者
・予定価格 円（税込）【非公表】

・最低制限価格 設定しない

・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、町内に所在地を置く建築一

式工事及び管工事の登録があり、且つ精華町水道指定給水装置工事事業者

を選定。

契約業者名 日本開発興業㈱ 代表取締役 古田 一馬

契約金額 327,800円（税込） 落札率

案件⑤




