平成２１年度〔第３四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の物品、委託、工事）

土木交通部

（注）※１、※２の説明
表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を
記入し、２号の場合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該
当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名

契約内容

契約締結日

契約の相手方

監理課

電算処理業務委託

電子入札システム改修業 平成 21 年 11 月 5日 日本電気(株)滋賀支店
務委託

砂防課

土木防災情報システム 土木防災情報システム改 平成 21 年 11 月 5 日 西日本電信電話(株)滋
改修工事（第３工区）
修工事（第３工区）
賀支店

地上デジタル放送受信 地上デジタルテレビ放送 平成 21 年 10 月 9日 (株)ＺＴＶ
障害対策業務委託
に移行することに伴う、県
営住宅周辺家屋の受信障
害対策業務委託（神領団
地、渋川団地、殿町団地）
建築課
滋賀県指定道路図およ 建築基準法施行規則等の 平成21年10月23日 朝日航洋（株）
び指定道路調書整備業 一部改正に伴う指定道路
図および指定道路調書作
務委託
成業務委託
評価マニュアル作成一式 平成21年12月18日 応用地質(株)滋賀支店
大津土木事務 東南寺川他通常砂防
所
（総流防）事業調査検討
業務委託
住宅課

道路除雪作業、凍結防止 平成 21 年 12 月 1 日 (株)アルファー建設外
32者
融雪剤散布一式(単価契
約)
南部土木事務 葉山川国道１号交差部 水理模型実験業務１式
平成21年12月28日 パシフィックコンサルタ
所
水理模型実験業務委託 現設計修正業務１式
ンツ(株)大阪本社

大津土木事務 道路除雪作業等委託
所

南部土木事務 葉山川外 流域貯留浸 流域貯留浸透施設計画業 平成21年12月28日 中央コンサルタンツ(株)
大阪支店
所
透施設計画設計業務委 務１式
流域貯留浸透施設設計業
託
務１式

契 約 金 額 ( 円 ）

随意契約とした具体的理由

根拠法 適用類
令※１ 型※２

5,985,000 平成16年度に企画提案方式で開発したシステム
であり、著作権が存在すること、かつ既存システ
ムを熟知していないと対応できないため。
10,395,000 防災情報を地方機関および市町へ提供するにあ
たり、県土木防災情報システムを「びわ湖情報ハ
イウェイ」に接続する改修工事である。
46,691,400 県独自に電波障害対策工事を行うより、既存の
ケーブルを活用した方が経費がかからず、左記
以外に取り扱い業者がいないため。

2号

3イ

2号

3イ

2号

3イ

33,600,000 再度の入札に付し落札者がいなかったため。

8号

6,825,000 本業務は土石流解析等の業務であり、本業務を
実施するには高度かつ専門的な知識と豊かな経
験を有する必要がある。そこで、滋賀県建設ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ等のプロポーザル方式に基づく特定手続き
実施要綱に基づいて選定された業者10者の中か
ら業務選定委員会が技術提案書の最も優秀な1
者を選定した。
30,000,000 従来の実績、地域性、車両台数、オペレーターの
人数等を検討のうえ、雪寒対策実施計画の中で
定めており、県統一単価により契約する。
18,900,000 業務の実施にあたっては、広範かつ高度な知識
と豊かな経験が必要とされることから、「滋賀県建
設コンサルタント等のプロポーザル方式に基づく
特定手続実施要綱」に基づき業者を選定した。
8,253,000 業務の実施にあたっては、広範かつ高度な知識
と豊かな経験が必要とされることから、「滋賀県建
設コンサルタント等のプロポーザル方式に基づく
特定手続実施要綱」に基づき業者を選定した。

2号

4

2号

6

2号

4

2号

4

契約担当組織
の名称

事業名

南部土木事務 道路除雪作業等委託
所
甲賀土木事務 道路除雪作業等委託
所
東近江土木事 愛知川ほか河川愛護活
務所
動事業(草刈・清掃)委託
東近江土木事 道路除雪作業等委託
務所
湖東土木事務 芹川河川環境保全調査
所
業務委託
湖東土木事務 道路除雪作業等委託
所
長浜土木事務 道路除雪作業等委託
所
木之本土木事 国道３６５号他除雪業務
務所
委託

高島土木事務 道路除雪作業等委託
所

契約内容
道路除雪作業、凍結防止
融雪剤散布一式(単価契
約)
道路除雪作業、凍結防止
融雪剤散布一式(単価契
約)
河川愛護作業
除草 1,373千m2
清掃 1,373千m2
道路除雪作業、凍結防止
融雪剤散布一式(単価契
約)
現地調査 一式
工事による影響評価 一
式
対策工法概略検討 一式
道路除雪作業、凍結防止
融雪剤散布一式(単価契
約)
道路除雪作業、凍結防止
融雪剤散布一式(単価契
約)
道路除雪作業一式
（単価契約）

契約締結日

契約の相手方

平成21年11月30日 公共舗道(株)他17者
平成 21 年 12 月 1日 (株)三東工業社他35者
平成 21 年 5月 21 日 東近江市長
平成21年11月30日 奥儀建設(株)他57者
平成21年10月28日 (株)建設技術研究所大
阪本社
平成21年11月30日 (株)明和建設他26者
平成21年11月30日 (株)アスホ他21者
平成21年11月30日 (株)熊谷組 他4者

道路除雪作業、凍結防止 平成21年11月26日 (株)桑原 他18者
融雪剤散布一式(単価契
約)

契 約 金 額 ( 円 ）

随意契約とした具体的理由

13,696,000 従来の実績、地域性、車両台数、オペレーターの
人数等を検討のうえ、雪寒対策実施計画の中で
定めており、県統一単価により契約する。
25,000,000 従来の実績、地域性、車両台数、オペレーターの
人数等を検討のうえ、雪寒対策実施計画の中で
定めており、県統一単価により契約する。
6,323,000 市町を核とした地域住民との協働による河川愛
護活動を河川法第99条に基づき、関係地方公共
団体に委託する。
15,000,000 従来の実績、地域性、車両台数、オペレーターの
人数等を検討のうえ、雪寒対策実施計画の中で
定めており、県統一単価により契約する。
11,917,500 業務の実施にあたっては、広範かつ高度な知識
と豊かな経験が必要とされることから、「滋賀県建
設コンサルタント等のプロポーザル方式に基づく
特定手続実施要綱」に基づき業者を選定した。
35,000,000 従来の実績、地域性、車両台数、オペレーターの
人数等を検討のうえ、雪寒対策実施計画の中で
定めており、県統一単価により契約する。
70,000,000 従来の実績、地域性、車両台数、オペレーターの
人数等を検討のうえ、雪寒対策実施計画の中で
定めており、県統一単価により契約する。
47,288,849 県保有の除雪車輌のみで実施する路線は指名
競争入札により受託者を決定しているが、当該除
雪路線は、県保有除雪車輌を配置できないこと
から、除雪に適した車輌を必要数保有しているこ
と、迅速かつ適正に除雪作業を実施することが相
手方の条件となる。当所管内において条件を満
たす業者が昨年までの実績がある5者しかないた
め。
97,824,000 従来の実績、地域性、車両台数、オペレーターの
人数等を検討のうえ、雪寒対策実施計画の中で
定めており、県統一単価により契約する。

根拠法 適用類
令※１ 型※２
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