平成１８年度随意契約の結果（５００万円以上の物品、委託、工事）

農政水産部

（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

自作農財産の登記事務
(単価契約)

契約締結日

平成18年4月1日

契約の相手方

(社)滋賀県公共嘱託登記
土地家屋調査士協会

農政課

測量調査登記委託

畜産課

食肉流通機構整備等事業用地 事業用地道路の市道認定のた
平成19年1月18日 （財）滋賀食肉公社
道路改修等委託
めの改修

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

(社)滋賀県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、県
内全域を業務区域とし、滋賀県と「表示登記および地図
9,757,714 訂正業務委託の単価等に関する契約」を締結しており、
統一の単価により表示登記事務、地図訂正業務を委託
できる唯一の団体であるため。

2号

6

委託先が食肉センターを建設中であり、この建設工
18,064,200 事との整合性を図り、効率的・効果的に事業を執行する
ためには委託先をおいて他にないため。

2号

3ア

個人の業者では、多量の凍結精液をストックしておら
11,283,300 ず、代替性がない。また、輸入凍結精液は当センターの
試験研究用に適さないため。

2号

3イ

畜産技術振興セ
物品購入
ンター

家畜人工授精用牛凍結精液の
購入（単価契約）

平成18年4月1日 （社）家畜改良事業団

水産課

人工河川管理運用委託

姉川・安曇川人工河川の管理
および運用

平成18年4月1日 (財)滋賀県水産振興協会

29,200,000

養成・天然親魚の放流技術や、放流量・流下ふ化仔
魚数の把握等に係る専門知識を有し、施設の効果的な
活用によりアユ資源の安定培養を行える者は他にはな
い。

2号

3イ

水産課

漁場環境改善事業委託

草津市支那地先琵琶湖および
近江八幡市西の湖における水
草除去

平成18年4月21日 (財)淡海環境保全財団

17,000,000

琵琶湖等の水草繁茂状況を把握しており、十分な水
草刈取および湖底耕耘技術・実績を有し、関係機関・漁
業団体等の調整を図りながら、円滑に事業を行える者
は他にはない。

2号

3イ

水産課

漁場環境改善事業委託

草津市支那地先琵琶湖および
近江八幡市西の湖における湖
底耕耘

平成18年6月5日 (財)淡海環境保全財団

23,900,000

琵琶湖等の水草繁茂状況を把握しており、十分な水
草刈取および湖底耕耘技術・実績を有し、関係機関・漁
業団体等の調整を図りながら、円滑に事業を行える者
は他にはない。

2号

3イ

水産課

外来魚繁殖抑制実証事業委託

小型ビームトロール網による外
滋賀県漁業協同組合連合
平成18年6月12日
来魚稚魚の捕獲駆除
会

漁具の取り扱いを熟知しているとともに、外来魚の生
5,500,000 息状況に精通し、漁業者との調整により円滑な試験操
業を行える者は他にはない。

2号

3イ

1

対象魚種の繁殖状況や産卵生態に関する専門知
識、および生産技術・体制を有し、計画的生産を行える
77,860,000
とともに、これらに付随して適正に施設・設備を管理でき
る者は他にはない。

2号

3イ

施設の現状を把握し、その管理方法や関係土地改良
11,550,000 区の実状に精通している必要があるため、他に適当な
相手はいない。

2号

3イ

愛知川沿岸土地改良区は、ダム管理業務に関し豊富
な実務経験を有し、非常時にも的確に対応できる能力
を有している。また、業務遂行のためには、国土交通省
25,011,000 が実施するダム研修を終了していること、地元の地区
状況等にも精通していること等が必須であり、これらの
ことを考慮すると、本契約は愛知川沿岸土地改良区へ
の委託しかないため。

2号

3イ

2号

3イ

農家や地域住民との深い信頼関係を有し、専門家に
よる継続的な指導助言や、住民・行政の中立的な立場
6,510,000
から棚田地域の保全活動の推進が可能な団体は他に
ない。

2号

3イ

鉄道敷地内の特殊工事であり、列車運行の安全に万
11,324,842 全を期すため、鉄道工事に精通した者に施行させる必
要があるため。

2号

3イ

平成18年6月30日 甲賀市

換地を行うための事務は、換地の技術的な能力と併
せ、地元の実情に精通している機関が実施することが
9,449,542 必要であり、画一的な事務として実施できるものではな
く、地元の実情に精通している市町が実施することによ
り円滑に換地事務を実施することができるため。

2号

2

平成18年7月11日 湖南市

換地を行うための事務は、換地の技術的な能力と併
せ、地元の実情に精通している機関が実施することが
6,180,274 必要であり、画一的な事務として実施できるものではな
く、地元の実情に精通している市町が実施することによ
り円滑に換地事務を実施することができるため。

2号

2

醒井養鱒場でのマス類の種卵
滋賀県漁業協同組合連合
種苗・成魚の生産、観覧施設管 平成18年4月1日
会
理業務等

水産課

マス類生産等事業委託

耕地課

国営造成施設および付帯県営
管理体制整備計画策定業務委
造成施設にかかる管理体制計
託
画の策定

平成18年7月6日

滋賀県土地改良事業団体
連合会

永源寺ダム管理業務委託

ダム管理に伴う夜間および休
日等の管理業務（土地改良区
との用水量変更等の連絡調
整、ゲート・バルブ操作等）

農村振興課

田園資源・環境保全向上活動
推進検証業務委託

「農地・水・環境保全向上対策」
の本格導入に向け、試行的に
滋賀県土地改良事業団体
保全向上活動を実施する体制
平成18年5月30日
連合会
の構築を行うとともに、モデル
支援を通じて施策の実効性を
検証する。

農村振興課

棚田地域の継続的な保全活動
を推進するため、啓発活動や
滋賀県土地改良事業団体
棚田地域等保全対策業務委託 ネットワークの構築を通じて、都 平成18年5月19日
連合会
市と棚田両地域住民の協働に
よる保全活動を支援する。

甲賀県事務所
田園振興課

県営経営体育成基盤整備事業
甲西南部１地区農業排水路ＪＲ 排水路ＪＲ横断工事
横断工事委託

耕地課

甲賀県事務所
田園振興課

県営経営体育成基盤整備事業
換地事務一式
柏木地区換地処分等委託

甲賀県事務所
田園振興課

県営経営体育成基盤整備事業
甲西南部１地区換地処分等委 換地事務一式
託

平成18年4月1日 愛知川沿岸土地改良区

平成18年10月13日

西日本旅客鉄道(株)京都
支社

2

土地改良施設の機能診断および適正な維持管理に
ついての指導・援助は高度な専門性を要する分野であ
り、活動組織への補助金交付事務等を伴う地域協議会
8,085,000
事務局としての公共性も必要とするため,他に委託でき
る相手はいない。

東近江地域振興
東近江地域ため池群広域防災 ため池群広域防災機能増進計
滋賀県土地改良事業団体
平成18年6月22日
局田園振興第一
機能増進活動支援業務委託
画作成、増進活動支援
連合会
課

本業務は、集落におけるため池の危機管理体制整備
や多面的機能の発揮方策について防災機能を増進す
る計画を作成し、さらにそれを集落住民が中心となって
実践する活動を支援するものである。
滋賀県土地改良事業団体連合会は、県内のため池の
現状のみならず、広域的な農業利水状況や農業集落の
6,720,000 形態、地域営農状況等に精通しており、また、地域ワー
クショップ方式での活動を円滑に進める高度なノウハウ
を有するとともに、当該地域が抱える課題に対して適宜
専門家や地域リーダー等がアドバイスできる体制が
整っているなど、住民による計画策定活動や一般者の
意識高揚に向けて適切な対応が実施できうる唯一の者
であるため。

2号

3イ

東近江地域振興 西の湖・伊庭内湖流域田園水
田園水循環マスタープラン策定
平成18年8月11日 キタイ設計株式会社
局田園振興第一 循環マスタープラン策定業務委
１式
託
課

当該業務は、単に価格面で契約の相手方を決定する
14,700,000 ことが適当でないことから、プロポーザル方式により選
定した業者と契約したため。

2号

4

湖東地域振興局 県営経営体育成基盤整備事業
換地事務一式
田園振興課
曽根沼地区換地業務委託

平成18年9月28日 愛西土地改良区

換地の技術を持ち、地元の実情を把握、精通してい
9,492,000 る市町または土地改良区での実施が必要であり競争入
札には適さないため。

2号

3イ

湖東地域振興局 中山間地域総合整備事業 鳥
換地事務一式
田園振興課
居本西部地区換地業務委託

平成18年11月17日 鳥居本西部土地改良区

換地の技術を持ち、地元の実情を把握、精通してい
7,570,000 る市町または土地改良区での実施が必要であり競争入
札には適さないため。

2号

3イ

正楽寺、池寺地区ため池群広
ため池群広域防災機能増進計
滋賀県土地改良事業団体
湖東地域振興局
平成18年7月18日
域防災機能増進計画作成業務
画作成、増進活動支援
連合会
田園振興課
委託

集落におけるため池の危機管理体制整備や多面的
機能発揮のための防災機能増進計画の策定を行い、
その活動への支援を行うものである。本団体は適正な
土地改良施設管理の技術指導を行っており、ため池や
5,481,000 広域的な農業利水状況、集落形態、地域営農状況に精
通し、地域ワークショップ活動の高度なノウハウを有し、
課題に対し適宜にアドバイスができる体制が整っている
など計画策定や住民活動、意識高揚に向けての対応が
できる唯一の団体であるため。

2号

3イ

中山間地域総合整備事業
愛知川流域田園
和南川沿岸地区
整備事務所
換地処分等事務委託

換地の技術的な能力と地元の実情に精通している市
8,070,000 町等が実施するのが適当であり競争入札には適さない
ため。

2号

3イ

換地処分等委託事務一式

平成18年4月4日 東近江市

3

愛知川流域田園 永源寺ダム
整備事務所
予備発電設備整備工事

電気設備工事（エンジン・発電
機の分解整備等）

愛知川流域田園 中野第一地区
整備事務所
ほ場整備第３工事

耕土運搬

愛知川流域田園 和南川沿岸地区
整備事務所
ほ場整備第６工事

整地1.02ha

富士電機システムズ株式
平成18年12月22日
会社 西日本支社

指名競争入札を執行したところ入札参加者が１者し
かなかったことから、当該設備メーカーの保守を専門と
10,518,900
する業者でなければ契約の履行が困難であると判断
し、入札を取り止めた上、随契に移行したため。

8号

−

平成18年4月6日 株式会社山徳建設

工事の進捗に伴い耕土不足が判明したが、近隣地で
耕土の調達が可能となったことから、その運搬について
7,553,700 調達現場を管理している業者に依頼するものであり、土
地の管理や作業の安全を考慮し他の業者では困難で
あると判断したため。

2号

3ア

平成18年5月10日 伊藤建設株式会社

隣接にある地区外の土地も急遽ほ場整備事業に取り
込み一体的に工事を施工する必要が生じ、現場工事と
9,826,950 の整合性や作付に影響を与えないようにする必要か
ら、短期間で効率的に工事を完成させるには、近接区
域を担当する工事業者の他にはないため。

5号

−

4

