
契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

1 建設課

大阪市淀川区宮原4-3-39
西日本旅客鉄道(株)
取締役兼常務執行役員
近畿統括本部長　長谷川 一明

木津川市道木850号東中央側道
１号線　東中央側道１号線２
号橋外２橋の橋梁点検作業

土木関係建
設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業

務

橋梁点検
　東中央側道1号線2号橋外2
橋

平成26年7月31日
～

平成27年3月31日
21,396,000 21,396,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定
による。
ＪＲを跨ぐ跨線橋の点検であるため、専門知識が必要
で、停電する必要があるため、ＪＲとの協議により随
契とした

2 建設課

大阪市中央区南船場4丁目4番21
号
キャル(株)
代表取締役　竹田 稔

２６－建委－１０
土木設計積算システム機器更
新に伴うシステム再構築業務

役務委託
土木設計積算システム再構築
業務一式

平成26年10月10日
～

平成26年12月19日
551,858 551,858

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による。
京都府から貸与を受けている土木設計積算システムの
再構築業務であり、システムの内容を熟知しているシ
ステム開発者が再構築する必要があるため当該業者を
選定した

3 建設課

木津川市木津南垣外46番地2
相楽土木建築㈱
取締役社長　植村 武司

２６－建－９
準用河川井関川改修工事（第
１２工区）

工事請負
（土木）

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工　A=59㎡
落差工　N=1箇所
取水口工　N=2箇所
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ　N=2箇所
集水桝　N=1箇所
ｺﾞﾑ引布製起伏堰　N=1箇所
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ　N=２箇所
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊工　V=76㎥
→84㎥
現場打重力擁壁　N=0m→15m

平成26年10月14日
～

平成27年5月29日
32,718,600 30,945,240

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定
による。
一般競争入札に付したが、入札者（受注希望者）が１
者であったことで入札を中止したため、随意契約とし
当該工事の入札参加者を選定した

4 建設課
木津川市山城町綺田南河原36番
地15
矢島工建　代表者　矢島　暖

２６－建－１７
市道木４３号西垣外加茂線待
機所設置工事

工事請負
（土木）

購入土路体盛土　64㎥
工事間流用土運搬　0㎥
法面整形　72㎡
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VPφ250）
2.5m
アスファルト舗装　115㎥
土羽土整形　44㎡

平成27年2月4日
～

平成27年3月17日
1,461,240 1,663,200

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号の規定によ
る。
当初、予定価格が、規則で定める額（１３０万円）を超えな
かったため。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定によ
る。
既設舗装版との舗装すりつけにあたり、良好な路面排水勾配
を確保する為、舗装面積を追加した。追加により、予定価格
が規則で定める額を超えるが、引き続き実施する一体的な工
事であることから、追加工事についても、前工事の受諾者を
選定した。

5 建設課
木津川市木津南垣外118番地3
木村土木建築（株）
代表取締役　木村　信幸

２６－建－１９
市道木３３５号木津山田川線
道路改良工事（その２）に伴
う付帯工事

工事請負
（土木）

アスファルト舗装工　A=87㎡
区画線工　L=458m
車止め　N=27基

平成27年2月26日
～

平成27年3月31日
1,504,440 1,802,520

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号・第６
号の規定による。
本体工事と密接に関係する付帯工事及び緊急を要する
付帯工事として、本体工事を受注している業者に請け
負わせることが円滑かつ適正であると考え、最も有利
であると判断した為。

別記様式第６号（第３条関係）

平成２６年度　　随意契約結果＜建設部＞
（平成２７年３月３１日現在）

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格
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契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

別記様式第６号（第３条関係）

平成２６年度　　随意契約結果＜建設部＞
（平成２７年３月３１日現在）

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格

6 管理課

木津川市木津神田2番地１
（公財）木津川市公園都市緑化
協会
理事長　田中 達男

２６－管委－２
木津川公園他公園・緑地等維
持管理作業

役務委託

除草・清掃
　寄植剪定　14,100m2
　人力伐根　11,300m2
　機械除草  443,800m2
　高木剪定　360本
　園内清掃　3回

平成26年4月1日
～

平成27年3月31日
35,199,360 62,676,720

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による。
都市緑化及び公園緑地整備等による緑地保全を促進
し、地域住民の快適な生活環境づくりに寄与すること
を目的に設立された法人であり、地域住民を中心とし
て技術・知識・経験が豊かであり公園緑地管理に長年
の実績を有し本業務の施設概要等も熟知しているため

7 管理課

木津川市木津南垣外46番地2
(株)片岡興業
代表取締役　片岡 紀子

２６－管－３２
市道加２０７０号線道路災害
復旧（単費）工事

工事請負
（土木）

ブロック積工　A=18㎡
張芝工　A=12㎡
他

平成26年4月21日
～

平成26年10月31日
1,946,160 2,397,600

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定
による。
市道加2070号線道路災害復旧工事（25災第2101号）と
密接に関連する付帯的な工事で、現に契約履行中の業
者に引き続き実施させた場合は、工事の短縮、経費の
節減等が確保できるため、当該工事の受注者と契約を
行った

8 管理課
木津川市木津南垣外46番地2
相楽土木建築(株)
取締役社長　植村 武司

２６－管－２９
木津合同樋門内水排除施設改
修工事

工事請負
（土木）

河川工事
　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　L=2.1m
　管路工φ400　L=48.8m
　仮設工ほか　　1式

平成26年5月29日
～

平成26年8月8日
11,324,880 15,099,480

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定
による。
本工事の施設については、市街地における浸水被害を
軽減するための施設であり、施設の運用を「災害発生
時における緊急対応に関する協定書」に基づき、木津
川市建設業協会に要請していることから、木津川市の
建設工事（土木）の有資格業者で、かつ木津川市と
「災害発生時における緊急対応に関する協定書」を締
結している団体に継続して加入しているものから見積
書を徴取し、最も安価な者と契約した

9 管理課

木津川市木津南垣外46番地2
(株)片岡興業
代表取締役　片岡 紀子

２６－管－３９
市道加２０７０号線道路災害
復旧（単費）工事（その２）

工事請負
（土木）

擁壁補強工　V=4㎥
法面工　A=50㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工　V=6㎥
舗装工　A=139㎡

平成26年8月20日
～

平成26年10月31日
2,448,360 3,015,360

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定
による。
市道加2070号線道路災害復旧工事（25災第2101号）と
密接に関連する付帯的な工事で、現に契約履行中の業
者に引き続き実施させた場合は、工事の短縮、経費の
節減等が確保できるため、当該工事の受注者と契約を
行った

10 都市計画課
大分県大分市高城西町7-27
株式会社ミカサ
代表取締役　三笠大志

２６－木北－１
バイオトイレ設置

物品購入
太陽光発電システム式バイオ
トイレ２基の購入、組立及び
運搬費一式

平成26年12月5日
～

平成27年2月13日
6,447,600 6,480,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による。
設置予定箇所に対応できる機種を扱っている業者が１
社しかなく、当該業者より見積徴取を行い、予定価格
の範囲内であったため
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契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

別記様式第６号（第３条関係）

平成２６年度　　随意契約結果＜建設部＞
（平成２７年３月３１日現在）

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格

11 都市計画課

京都市中京区烏丸通錦小路上ル
手洗水町659
（株）パスコ　京都支店
支店長　西山　謙太郎

２６－都委ー１
木津川市用途地域図印刷業務

業務委託
都市計画データ修正　４箇所
都市計画図印刷　　２００枚

平成27年2月24日
～

平成27年3月31日
799,200 799,200

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による。
前業務との関連があり、引き続き実施する一体的な業
務であることから、前業務の受諾者を選定した

12 農政課
木津川市相楽城下143
樋口建設(株)
代表取締役　樋口　國康

２５－農－２３
512－508・509災害復旧工事（梅
谷農道・梅谷水路）

工事請負
（土木）

508　梅谷農道　区間延長
L=8.5m
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　18.0㎡
　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工　  5.8㎡
509　梅谷水路　区間延長
L=40.0m
　　 水路工（U-600）20.0m
　　 取合桝工　　　　2　箇所
　　 水路排土工　　　1.0式

平成26年4月7日
～

平成26年6月6日
1,371,600 1,684,800

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定
による。
平成25年度の繰越事業として、農繁期までに早急に復
旧を図る必要があるため、発注基準に基づき地域性を
考慮したものから見積もりを徴取し、最も安価な者と
契約をした

13 農政課
木津川市加茂町大野大野37
（有）石田電機工業所
代表取締役　石田 進

２６－農－２
小規模治山事業尻枝地区工事

工事請負
（土木）

山腹工　A=0.01ha
　擁壁工(ﾌﾞﾛｯｸ積)　28.0㎡
　法面工(植生ﾏｯﾄ工)126.9㎡
　水路工(U-150)　　 17.0m

平成26年4月25日
～

平成26年6月30日
2,840,400 2,995,920

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定
による。
梅雨時期までに早急に復旧を図る必要があるため、木
津川市の建設工事（土木）の有資格者で、かつ木津川
市と「災害発生時における緊急対応に関する協定書」
を締結している団体に継続して加入しているものから
見積もりを徴取し、最も安価の者と契約をした

14 農政課
木津川市加茂町大野大野37
（有）石田電機工業所
代表取締役　石田 進

２６－農－３
小規模治山事業椿井地区工事

工事請負
（土木）

山腹工　A=0.01ha
　擁壁工(ﾌﾞﾛｯｸ積)　17.2㎡
　法面工(植生ﾏｯﾄ工) 76.7㎡
　水路工(U-150)　　 9.0m

平成26年4月25日
～

平成26年6月30日
2,451,600 2,580,120

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定
による。
梅雨時期までに早急に復旧を図る必要があるため、木
津川市の建設工事（土木）の有資格者で、かつ木津川
市と「災害発生時における緊急対応に関する協定書」
を締結している団体に継続して加入しているものから
見積もりを徴取し、最も安価の者と契約をした

15 農政課

京都市上京区出水通油小路東入
丁子風呂町104番地の2
京都府庁西別館
京都府土地改良事業団体連合会
会長　野中 広務

２６-農委-１
災害復旧事業実施設計業務

測量設計

梅谷新池2号
　仮設道路路線測量及び用地測量
L=230m
　仮設道路実施設計　L=230m
　ため池復旧実施設計　一式
法花寺野古池
　仮設道路路線測量及び用地測量
L=110m
　仮設道路設計業務　L=110m
　ため池復旧実施設計　一式

平成26年5月9日
～

平成26年8月15日
11,793,600 11,793,600

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による。
災害査定設計を基に現地測量及び設計・積算業務を早
急に実施する必要があり、農林水産省積算システム
（RIESA）を保有しているものと契約をした
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契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び
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番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格

16 農政課

京都市上京区出水通油小路東入
丁子風呂町104番地の2
京都府庁西別館
京都府土地改良事業団体連合会
会長　野中 広務

２６－農委－２
農業用施設災害復旧事業土質
調査業務

地質調査業
務

試料採取４箇所、土粒子の密
度試験１試料三軸圧縮試験１
試料、現場密度試験１箇所
土の一軸圧縮強度試験３試料
六価クロム溶出試験３試体
解析等資料取りまとめ調査一
式

平成26年6月4日
～

平成26年7月14日
1,220,400 1,285,200

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定
による。
この調査業務は、災害復旧事業実施設計業務の遂行と
密接な関係があるため。当該業務の受注者と契約を
行った

17 農政課

京都市上京区出水通油小路東入
丁子風呂町104番地の2
京都府庁西別館
京都府土地改良事業団体連合会
会長　野中 広務

２６－農委－４
木津かんがい排水事業水収支
計画等作成業務

土木関係建
設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業

務
調査・測量・設計業務一式

平成26年8月28日
～

平成27年3月31日
4,201,200 4,201,200

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による。
前業務との関連があり、引き続き実施する一体的な業
務であることから、前業務の受諾者を選定した

18 農政課

京都市上京区出水通油小路東入
丁子風呂町104番地の2
京都府庁西別館
京都府土地改良事業団体連合会
会長　野中 広務

２６－農委－５
木津かんがい排水事業更新等
予備調査業務

土木関係建
設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業

務
調査・設計業務一式

平成26年9月1日
～

平成27年3月31日
3,650,400 3,650,400

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による。
前業務との関連があり、引き続き実施する一体的な業
務であることから、前業務の受諾者を選定した

19 農政課

木津川市山城町神童子三上山1
番地
山城町森林組合
代表理事組合長　木村　浩三

２６－農委－６
林道維持管理業務

役務委託
除草工
　刈払工　　1.57ha
　集積工　　1.79ha

平成26年9月18日
～

平成26年11月28日
918,000 1,285,200

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による。
森林公園内の林道の維持管理業務であり、公園内の利
用状況によって作業日程を調整し公園利用者の安全を
確保する必要があるため、公園の指定管理者を選定し
た

20 農政課

京都市上京区出水通油小路東入
丁子風呂町104番地の2
京都府庁西別館
京都府土地改良事業団体連合会
会長　野中 広務

２６－農委ー７
木津かんがい排水事業施設台
帳作成業務

土木関係建
設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業

務
調査・測量・設計業務一式

平成27年1月22日
～

平成27年3月31日
1,846,800 1,846,800

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
による。

前業務との関連があり、引き続き実施する一体的な業
務であることから、前業務の受諾者を選定した
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契約の相手方 契約の名称（工事・ 概要 随意契約とした理由及び

（住所、会社名、代表者） 業務名等）及び番号 (工事・業務等概要） 契約の相手方の選定理由

別記様式第６号（第３条関係）

平成２６年度　　随意契約結果＜建設部＞
（平成２７年３月３１日現在）

番号 担当課 種　　別 工期又は履行等期限 契約金額 予定価格

21 農政課
木津川市山城町綺田南河原36番
地15
矢島工建　代表者　矢島　暖

２６－農―１１
平成２６年発生農業用施設災
害復旧工事

工事請負
（土木）

501 北下手谷
　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　34.0㎡
502 銭司農道
　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　24.0㎡
　　舗装復旧工　　　7.6㎡
503 大池水路
　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　 8.5㎡

平成27年2月6日
～

平成27年3月31日
4,320,000 4,050,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定
による。
営農に支障をきたしており、農繁期までに早急に復旧
を図る必要があるため、木津川市の建設工事（土木）
の有資格者で、かつ木津川市と「災害発生時における
緊急対応に関する協定書」を締結している団体に継続
して加入しているものから見積もりを徴取し、最も安
価の者と契約をした

22 農政課
木津川市相楽城下146番地1
(株)清水エンジニアリング
代表取締役　清水 勝文

２６－農－１３
５１２－５０７災害復旧工事
（古池仮設道路撤去）

工事請負
（土木）

仮設道路撤去　L=109.6m
平成27年3月23日

～
平成27年4月30日

2,991,600 2,829,600

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定
による。
本体工事で使用した仮設道路の撤去を実施するもので
あり、仮設道路借地農地の営農開始時期（４月末）ま
でに施工完了する必要があるため、本体工事施工業者
を選定した。
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