平成２６年度〔第２四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
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。
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根拠
法令
※１

適用
類型
※２

監理課

電算処理業務委託

平成26年度 第2号 土木 平成26 年7月17日 ＮＥＣネクサソリューショ
積算システム「創積21」プ
ンズ株式会社 関西支
ログラム改造業務委託
社

10,368,000 改造対象のソフトウェアの著作権を有する者でな
いと対応できないため。

2

3イ

監理課

滋賀県建設産業人づく 直接雇用、ＯＪＴ、ＯＦＦ－Ｊ 平 成 26 年 9 月 1 日 滋賀県建設産業人づく
り事業業務委託
Ｔを通じた建設産業の担
りコンソーシアム
い手育成業務委託

42,800,000 当該業務を受託するためには、業界全体を統括
して調整を図ること、直接失業者を雇い入れる事
業所を傘下に有することが必要なため。

2

3イ

道路課

雪情報システム保守管 雪情報システム保守管理 平 成 26 年 9 月 1 日 株式会社エヌ・ティ・
理業務委託
業務
ティ・データ関西

7,506,000 保守対象のソフトウェアの著作権を有する者でな
いと対応できないため。

2

3イ

流域政策局

平成26年度第1-1号
ダム長寿命化計画策定
滋賀県ダム長寿命化計
画策定業務委託（その
２）

平 成 26 年 8 月 7 日 株式会社建設技術研
究所 滋賀事務所

2

4

大津土木事務 平成２６年災害 第１００ 復旧延長 117m 堆積土
所
０－Ｓ１号 吾妻川災害 砂掘削 150ｍ3
復旧応急工事

平成26 年8月11日 清田軌道工業株式会
社

大津土木事務 平成２６年度 第Ｓ１１－ 根固めブロック製作 110 平成26 年8月20日 株式会社日建
所
３号 国道３６７号単独 個
道路補修工事

19,926,000 プロポーザル方式により契約の相手方を選定し
たため。

9,612,000 台風１１号による大雨の影響で吾妻川の河道が
閉塞し、洪水が京阪軌道に溢れかかっており、早
期に安全確保と原状回復のための緊急対応を要
するため、滋賀県財務規則第２２０条第１項第５
号の規定により、見積り徴収の相手方を、京阪電
車軌道を出入りでき、緊急対応が可能である当
該１者とする。

5

8,100,000 台風１１号により被災した箇所の早期の安全確
保と原状回復のための緊急対応を要するため、
滋賀県財務規則第２２０条第１項第２号の規定に
より、見積り徴収の相手方を、近隣で安曇川河川
災害復旧工事を受注しており、緊急対応が可能
である当該１者とする。

2

3イ
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根拠
法令
※１

大津土木事務 平成２６年災害 第１００ 補助災害 被災延長 50 平成26 年8月20日 株式会社内田組
所
０－Ｓ２号 吾妻川河川 ｍ 堆積土砂撤去 110ｍ3
災害復旧応急工事
単独災害 被災延長 224
ｍ 堆積土砂撤去 155m3

8,640,000 台風１１号により被災した箇所の早期の安全確
保と原状回復のための緊急対応を要するため、
滋賀県財務規則第２２０条第１項第２号の規定に
より、見積り徴収の相手方を、当該地区の単価契
約受注者であり、現場状況を熟知し迅速に工事
を遂行できる当該１者とする。

5

大津土木事務 平成２６年災害 第１００ 復旧延長 20ｍ 堆積土砂 平成26 年8月22日 清田軌道工業株式会
所
０－Ｓ３号 吾妻川災害 掘削 120m3
社
復旧応急工事

8,748,000 台風１１号による大雨の影響で吾妻川の河道が
閉塞し、洪水が京阪軌道に溢れかかっており、既
に1000-S2号で契約している下流部および接続
区間の土砂除去を緊急に実施する必要があるこ
とから、滋賀県財務規則第２２０条第１項第５号
の規定により、見積り徴収の相手方を、京阪電車
軌道を出入りでき、緊急対応が可能である当該１
者とする。

5

大津土木事務 平成２６年災害 第１００ 掘削工 1060ｍ3 残土処 平成26 年8月22日 株式会社奥村組
所
０－Ｓ４号 四ツ谷川災 理工 1060ｍ3 工事用道
害復旧応急工事
路工 一式

9,936,000 台風１１号により被災した箇所の早期の安全確
保と原状回復のための緊急対応を要するため、
滋賀県財務規則第２２０条第１項第２号の規定に
より、見積り徴収の相手方を、現場状況を熟知し
迅速に工事を遂行できる当該１者とする。

5

大津土木事務 平成２６年度 第Ｓ１１－ 施工延長 12.4ｍ鋼矢板
所
５号 伊香立浜大津線 設置 32枚
単独道路補修工事

平成26 年9月22日 株式会社松浦組

9,774,000 台風１１号により被災した箇所の早期の安全確
保と原状回復のための緊急対応を要するため、
滋賀県財務規則第２２０条第１項第２号の規定に
より、見積り徴収の相手方を、当該地区の単価契
約受注者であり、現場状況を熟知し迅速に工事
を遂行できる当該１者とする。

5

南部土木事務 琵琶湖（草津地区） 自 水草刈取
所
然再生（総流防）水草刈
取委託

平成26 年9月26日 滋賀県漁業協同組合
連合会

14,690,160 水草の根こそぎ除去は、漁業者でなければ作業
できず、また、１回あたり４０隻以上の漁船を要す
ることから、複数の漁業協同組合に所属する漁
業者の共同作業により実施しなければならない。
そのため、複数の漁業協同組合に所属する漁船
の手配を適切に行うことが必須であり、これを行
うことができる者は、漁業協同組合のとりまとめ
団体である契約の相手方以外にない。

2

１式

適用
類型
※２

3イ

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

6,048,000 契約の相手方は、刈り取った水草をかつてのよう
に農地で有効利用するため、県と共同で「水草有
効利用推進計画書」を策定し、堆肥化の実証実
験、肥料取締法第２２条第１項に基づく特殊肥料
の生産および同法第２３条第１項に基づく肥料の
販売業務の手続きを行っている。以上より、効果
的な水草刈り取りによる琵琶湖生態系の機能回
復の計画立案から、刈り取った水草の有効利用
までを、一連業務として履行できる者は契約の相
手方以外にない。

2

3イ

平成26 年7月15日 甲賀市

12,277,000 市を核とした地域住民等の河川愛護活動を河川
法第９９条の規定に基づき関係地方公共団体に
委託するものであるため。

2

2

モニタリング調査 一式
全体計画の見直し 一式

平成26 年9月30日 パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社 滋賀事
務所

14,796,000 プロポーザル方式により契約の相手方を選定し
たため。

2

4

長浜土木事務 余呉川単独河川改良調 地下水位動向解析 1.0
所（木之本支 査設計業務委託
式、地盤沈下解析 1.0
所）
式、事前対策工の検討
1.0式
高島土木事務 湖西圏域河川整備計画 河川整備計画検討 １式
所
検討委託

平成26 年9月24日 パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社 滋賀事
務所

14,990,400 プロポーザル方式により契約の相手方を選定し
たため。

2

4

平成26 年7月22日 株式会社建設技術研
究所 滋賀事務所

16,524,000 プロポーザル方式により契約の相手方を選定し
たため。

2

4

高島土木事務 天川ダム濁水対策設計 天川ダム濁水対策設計業 平 成 26 年 9 月 4 日 株式会社ニュージェック
所
委託
務 １式
滋賀事務所

45,846,000 プロポーザル方式により契約の相手方を選定し
たため。

2

4

芹谷地域振興 平成２６年度第A902橋梁上部工
事務所
M10号水谷彦根線補助
道路整備工事

27,108,000 一般競争入札を執行したところ、２回の入札にお
いて落札されなかったため、最低価格で入札を
行った業者と契約したため。

8

契約担当組織
の名称

事業名

契約内容

南部土木事務 琵琶湖（草津地区） 自 水草除去管理
所
然再生（総流防）水草対 水草有効利用
策管理・有効利用等業
務委託

甲賀土木事務 平成２６年度 第３３－１ 除草清掃
所
号 野洲川他河川愛護
活動事業（草刈・清掃）
委託
東近江土木事 西の湖河川浄化（総流
務所
防）調査委託

１式
１式

1561千m2

契約締結日

契約の相手方

平成26 年9月26日 公益財団法人 淡海環
境保全財団

平成26 年9月29日 株式会社村田組

契約金額 (円）

随意契約とした具体的理由

