
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 1

工事等名 むくのきセンター非常用照明バッテリー取替工事

工事等概要

目 的 むくのきセンターの非常用照明バッテリーの一部が、建築設備

点検の結果、不点灯の機器があり、防災上から早急に取替が必要

なため。

履行場所 むくのきセンター

履行期間 令和 4年 6月 23日から令和 4年 8月 31日まで
業務内容 バッテリー（パナソニック製 FK895C〔１個〕・FK895K〔11個〕・

FK845K〔19個〕・FK867〔3個〕・FK879〔1個〕相当のもの）
の交換及び、旧バッテリーの処分。

規格等 非常灯バッテリー パナソニック製 FK895C・FK895K・
FK845K・FK867・FK879相当のもの。

随意契約とした理由

・随契理由

予定価格が少額であったこと、また、防災上、速やかにバッテリー取替工

事に着手することが望ましいことから随意契約とした。

・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 6月 7日 依頼者数 3者
・見積徴収 令和 4年 6月 22日 見積者 3者
・予定価格 円（税抜） 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、希望業種登録が「電気工事」

であり、むくのきセンターの保守点検を担当している業者、むくのきセンタ

ー建設時に関わっていた業者、バッテリーのメーカー元の業者を選定した。

契約業者名 パナソニック LSエンジニアリング（株）近畿支店 支店長 荻野 龍

契約金額 649,000円（税込） 落札率

案件①



別記様式第２号（第８条関係）

抽出案件説明書（一般競争入札）

入札執行課： 総務部 入札契約室

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 町営住宅味噌柿団地内駐車場舗装工事

工 事 等 概 要

■掘削工 ・土砂掘削 Ａ＝４０㎡ ｔ＝２５０

■付帯工 ・フェンス設置撤去 Ｌ＝１３ｍ（１２０×１８０×５８０ｍｍ）

・地先ブロック設置 Ｌ＝１８ｍ（１２０×１２０×６００ｍｍ）

■舗装工 ・上層路盤 ＲＭ-３０ Ａ＝４０㎡ ｔ＝２００

・不陸整正 Ａ＝４０㎡

・アスファルト舗装（表層） Ａ＝４０㎡ ｔ＝５０

■交通管理工 ・交通誘導警備員 Ｎ＝２人

入札参加資格及び

その資格を設定し

た理由

本工事の内容や設計金額を考慮し、以下のとおり参加資格要件を設定した。

・業 種 舗装工事

・所 在 地 精華町内に本社・本店を置く者

・等 級 等 舗装工事における経営事項審査（経審）の総合評定値（Ｐ）

が６５０点未満

・配置予定技術者 舗装工事に係る主任技術者

・そ の 他 一般競争入札公告共通事項のとおり

・入札参加可能業者数 １１者

申込業者数 ５者
入札参加資格があ

ると認めた業者数
５者

入札参加資格がな

いと認めた業者数

とその理由

業者数０者

入 札 経 過

入札公告 令和４年５月２５日

申請受付 令和４年５月３１日～令和４年６月１日

資格通知 令和４年６月７日

開 札 令和４年６月１６日 入札者 ５者

落 札 者 酒井工業 代表者 酒井克彦

契約金額 １，０５８，２００円（税込）

予定価格 １，１９５，７００円（税込）【事前公表】

最低制限価格 １，０５８，２００円（税込）【事後公表】

特記事項 なし

落札率 ８８．５０％

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： 総務部 総務課

工事担当課： 総務部 総務課

整 理 番 号 3

工事等名
令和４年度 第２６回参議院議員通常選挙に伴うポスター掲示場設置等工

事

工事等概要
ポスター掲示場設置・撤去 91箇所

ポスター掲示板運搬 91枚

随意契約とした理由

・随契理由

予定価格が地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号及び精華町契約

規則第 9条第 1号で定める金額の範囲内のため

・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 5月 23 日 依頼者数 3者

・見積徴収 令和 4年 5月 30 日 見積者 2者

辞退 1者

・予定価格 円（税抜） 円（税込）【非公表】

・最低制限価格 設定しない

・業者選定理由

本工事の施工は、京都府屋外広告物条例に基づく登録業者のみ可能であ

ることから、本町の建設工事等指名競争入札参加資格と屋外広告業者両方

の登録を行っている業者であって、精華町、木津川市又は京田辺市に本社

又は本店を有するものを選定

契約業者名 （株）金﨑工務店 代表取締役 金﨑 好弘

契約金額 761,200 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 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４年度 町営住宅塚本団地 206号空家改修工事

工事等概要

町営住宅の空家改修工事（１戸）

（工事内容）

・天井、壁クロス貼替 【２４１．８㎡】

・塗装改修 【２５．４ｍ】

・ハウスクリーニング 【８６．５㎡】

・畳表替え 【６枚】

・玄関シリンダー錠交換【１個】

・シャッター錠交換 【１個】 等

随意契約とした理由

・随意理由

予定価格が、130万円以下のため

・根拠法令

地方自治法施工令第 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 ８日 依頼者数 ７者

・見積徴取 令和４年６月２０日 見積者 ７者

・予定価格 円（税抜） （税込）【非公表】

・最低制限価格 【設定無し】

・業者選定理由

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、

建築一式工事の許可を有し、建築工事を主としている業者を選定。

契約業者名 丸徳建設（株） 代表取締役 山際 正泰

契約金額 787,600円（税込） 落札率

案件④




