平成１８年度随意契約の結果（５００万円以上の物品、委託、工事）

総務部

（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

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

総務課

例規執務サポートシステム保守
県例規システムの保守業務
業務委託

平成18年4月1日 ㈱ぎょうせい

6,600,000

システムのプログラム内容を熟知した調達先である当
該業者しか実施できないため。

2号

３イ

総務課

例規執務サポートシステムデー 県例規システムのデータ更新業
平成18年4月1日 ㈱ぎょうせい
タ更新業務委託
務

5,535,180

システムのプログラム内容を熟知した調達先である当
該業者しか実施できないため。

2号

３イ

総務課

エレベーター設備保守業務委
託

エレベーター設備保守業務

三菱電機ビルテクノサービ
平成18年4月1日
ス(株)関西支社滋賀支店

設置後長期間経過したものやコンピューター制御のも
のなどの機種の構造や機能を熟知し、専門技術や経験
9,790,200
を有するのは製造業者系列の当該事業者しかないた
め。

2号

３イ

総務課

電話交換機器保守点検委託

電話交換機器保守点検業務

平成18年4月1日 日本電気(株)滋賀支店

本設備は設置後長期間が経過しており、設備の構造や
11,113,200 機能を熟知し、専門技術や経験を有する製造者・設置
者である当該業者しか実施できないため。

2号

３イ

職員課

職員研修委託料

政策研修センター研修３事業ア
ウトソーシング業務

平成18年4月1日

（社）日本経営協会関西本
部

36,574,535 契約者のノウハウと実績に代替性がないため。

2号

３イ

職員課

人事管理システム開発
委託料

システムの一部改造開発業務

平成18年7月14日

日本電気㈱
滋賀支店

職員課

自律型人材育成研修委託料

自律型人材研修事業の企画等
（社）日本経営協会関西本
平成18年5月15日
に関する業務委託
部

福利厚生課

職員会館運営管理等業務委託 職員会館の運営管理業務

平成18年4月1日 滋賀県職員生活協同組合

福利厚生課

職員住宅等管理委託

職員住宅等管理業務

予算調整課

包括外部監査委託

包括外部監査業務委託

7,287,000

システムの一部改造開発のため、プログラムの内容を
熟知したものが必要なため。

2号

３イ

5,087,300

前年度の研修との継続性を確保し、より効果的な制度
の実施を図る必要があるため。

2号

３イ

17,531,850

職員会館の機能充実を図り県職員の福利厚生事業を
効果的に実施することが可能な者は県職員の福利厚生
の実施のために設立された非営利団体である滋賀県職
員生活協同組合しかないため。

2号

３イ

平成18年4月1日 滋賀県住宅供給公社

30,263,823

滋賀県職員住宅管理規程に委託先として滋賀県住宅
供給公社が明記されているため。

2号

1

平成18年4月1日 大橋 弘美

14,273,000

平成１７年度に契約した大橋弘美外部監査人の業務実
績等から、平成１８年度も契約することを知事が決定
し、監査委員の意見を聴くとともに議会の議決を経て契
約したものであるため。

2号

３イ

契約担当組
織の名称

税政課

税政課

税政課

事業名

自動車税分配テープ作成委託

軽油引取税賦課資料作成委託

電算入力資料
パンチ委託

契約内容

自動車税賦課用登録情報テー
プの作成

軽油流通情報の全国的かつ一
元的情報提供

収納データの磁気テープへの
収録業務の委託

契約締結日

平成18年4月1日

平成18年4月1日

平成18年4月1日

契約の相手方

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

（財）地方自治情報セン
ター

当該業務は、各都道府県間で移動する多量の自動車
登録情報を収集、整理、相互ﾁｪｯｸを行うもので、総務省
6,174,748 の指導により当該受託者が全国ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑを構築し、
正確かつ迅速に一括処理を行っているもので、他に代
わる者はいないため。

2号

３イ

（財）地方自治情報セン
ター

当該業務は、各都道府県間で移動する多量の軽油流
通情報を収集、整理、相互ﾁｪｯｸを行うもので、総務省の
5,750,220 指導により当該受託者が全国ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑを構築し、正
確かつ迅速に一括処理を行っているもので、他に代わ
る者はいないため。

2号

３イ

しかぎんコンピュータサー
ビス㈱

当該業務は、本県指定金融機関に集合する県税領収
済通知書を、遺漏無く迅速かつ確実に電子データ化す
るパンチ作業等であり、同金融機関内に作業所を有し
6,140,758
同金融機関の電算事務にも従事している当該受託者を
除いて、業務を円滑かつ効率的に遂行しうる者はいな
いと考えられるため。

2号

３イ

当該業務は、本県税務行政の基幹ｼｽﾃﾑである税務総
合ｵﾝﾗｲﾝｼｽﾃﾑの運用維持管理であり、処理ミスは県民
の信頼失墜に直結し、また障害発生時には迅速な対応
79,800,000 が求められる。こうした重要業務の円滑な運用を維持す
るためには、当該ｼｽﾃﾑに精通しﾄﾗﾌﾞﾙ対応にも習熟す
る当該受託者を除いて、他に代わる者はいないと考えら
れるため。

2号

３イ

税政課

電算システム維持管理委託

税務総合オンラインシステム運
用業務

平成18年4月1日 京都電子計算（株）

税政課

コンビニ収納業務委託

自動車税のコンビニ収納にか
かる収納事務の委託

平成18年4月1日

地銀ネットワークサービス
㈱

6,215,601

企画の比較選定により契約先を決定した（ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方
式）。

2号

4

高度のセキュリティ基準を確保するため、(財)地方自治
情報センターが当システム専用のファイアウォールを開
8,783,220 発したものであり、当該ファイアウォールの整備および
保守監視業務は(財)地方自治情報センター以外に代替
性はない。

2号

３イ

西日本電信電話(株)滋賀支店は、本県における住基
ネット構築にあたって、住基ネット機器一式を設置、設
定、納入し、運用管理を実施しているところであり、継続
して委託する必要があるため。

2号

３イ

2号

３イ

2号

３イ

自治振興課

住民基本台帳ネットワークシス ファイアウォールの整備および
テムファイアウォール委託料
保守監視業務

平成18年4月1日

（財）地方自治情報セン
ター

自治振興課

システムのハードウエアの保守
ハードウェア保守および県サー ならびに円滑な運用と緊急時に
バ運用業務委託料
適切かつ迅速な復旧作業を行
うための委託事業

平成18年4月1日

西日本電信電話（株）滋賀
支店

自治振興課

物品購入

滋賀県知事選挙および滋賀県
議会議員補欠選挙投票用紙

平成18年5月22日 独立行政法人国立印刷局

事業課

物品購入

競艇場機械発売・払戻システム
消耗品（投票券、テスト券、リー
ダーリボン等）

平成18年4月1日 日本トーター（株）

48,006,000

投票用紙は盗難、事故、不正使用、偽造等の防止のた
め、紙幣と同等レベルのセキュリティが講じられることが
必要である。日本銀行券を発行している独立行政法人
5,030,574
国立印刷局は、信頼性、安全性が極めて高く、守秘義
務もあることから、当課の印刷への立会も不要であるた
め。
びわこ競艇場における舟券の発売・払戻業務は日本
トーター（株）の機械システムを使用している。このシス
18,841,830 テムで使用する各種消耗品については特殊な物であり
偽造防止の観点からその仕様が公開されておらず他に
販売されていないため。

契約担当組
織の名称

事業課

事業課

事業名

契約内容

契約締結日

契約の相手方

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

びわこモーターボート競走場ドリ 場内設置のファン用ドリンクコー
平成18年4月1日 近畿物産（株）
ンクコーナー維持管理業務
ナーの運用および維持管理

場内ドリンクコーナー設備は左記業者が製造・据付した
11,557,300 独自のものであり、部品等は他に流通しておらず、その
運用・保守には代替性がないため。

2号

３イ

びわこモーターボート競走場冷 場内設置冷暖房空調設備の保
暖房空調設備保守点検業務
守および点検

（株）テクノ菱和滋賀営業
所

当該空調設備は左記業者の設計・施工によるものであ
り、その構造を熟知し、日常的な保守点検だけでなく、
競艇開催中の緊急時の故障対応も迅速に行うことが可
26,355,000
能な者は他に存在しないため。またその保守は左記業
者の独自のコンピュータシステムにより管理されている
ため。

2号

３イ

当該設備は左記業者が設計・施工したものであり、設備
を熟知して保守点検を適切に行い、不時の故障の際も
早急な部品調達が可能かつ迅速な修理対応ができる
8,279,460
者は他に存在しないため。また、安全性の観点から、設
備の状況を把握していない他者には保守・点検を任せ
られないため。

2号

３イ

平成18年4月1日

事業課

びわこモーターボート競走場エ 場内設置のエレベーターおよび
レベーター等保守点検業務
エスカレーターの保守点検

平成18年4月1日 フジテック（株）京都支店

事業課

競艇場の機械発売払戻システ
機械発売払戻システムの保守
ム機器を正常の作動させ、円滑
業務委託
に運用するための保守業務

平成18年4月1日 日本トーター㈱

91,980,000 システム・プログラムの機密保持のため。

2号

３イ

事業課

機械発売払戻システムの保守 競艇場の機械発売払戻システ
ム機器を正常の作動させ、円滑 平成18年7月10日 日本トーター㈱
業務委託（場間場外発売）
第２四半期
に運用するための保守業務

5,048,400 システム・プログラムの機密保持のため。

2号

３イ

事業課

機械発売払戻システムの保守 競艇場の機械発売払戻システ
業務委託（場間場外発売）
ム機器を正常の作動させ、円滑 平成18年10月1日 日本トーター㈱
に運用するための保守業務
第３四半期

6,122,550 システム・プログラムの機密保持のため。

2号

３イ

事業課

機械発売払戻システムの保守 競艇場の機械発売払戻システ
業務委託（場間場外発売）
ム機器を正常の作動させ、円滑 平成18年12月30日 日本トーター㈱
第４四半期
に運用するための保守業務

7,237,650 システム・プログラムの機密保持のため。

2号

３イ

事業課

実況放映業務委託料

特殊な技術、経験が必要であり独自のシステムを有し、
75,999,000 また、業者を変更すると機器設置および撤去費用が必
要なため。

2号

３イ

特殊な技術、経験が必要であり独自のシステムを有し、
5,587,134 また、業者を変更すると機器設置および撤去費用が必
要なため。

2号

３イ

6,558,615 アナウンサーの資格審査の後見積徴取を実施。

2号

３イ

2号

３イ

事業課

レース実況映像撮影、競技情
報等、場内テレビおよび大型映
(株)日立国際電気関西支
平成18年4月1日
像装置に放映。映像システム管
社
理
場外レース実況映像、競技情
場間場外発売実況放映業務委 報等、場内テレビおよび大型映
(株)日立国際電気関西支
平成18年4月17日
託
像装置に放映。映像システム管
社
理

事業課

実況放送（アナウンス）委託料

レース実況業務

事業課

びわ湖放送において、びわこ競
艇開催日程を１５秒スポットＣＭ
びわこ競艇開催告知放送委託
として、毎日１９時から放送終了
までの間に２本放送する。

平成18年5月6日 (株)弘報舘

平成18年4月1日 びわ湖放送㈱

15,397,200

県内に放送局を有し、主として県内に向けた放送を行っ
ているのはびわ湖放送(株)のみである。

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

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

事業課

ＪＬＣプラスワン実況中継放映
委託

びわこ競艇のレース実況および
オッズ等の情報をＣＳ放送のＪＬ
Ｃプラスワンにおいて実況中継
放映する

平成18年4月1日 ㈱日本レジャーチャンネル

ＣＳ放送において競艇専門ﾁｬﾝﾈﾙであるＪＬＣプラスワ
7,402,500 ンを放送しているのは㈱日本レジャーチャンネルのみで
ある。

2号

３イ

事業課

場外発売映像提供業務委託

びわこ競艇場において場間場
外発売を行う際に、本場の映像
をびわこ競艇場へ伝送する。

平成18年4月1日 ㈱日本レジャーチャンネル

7,686,000

映像提供に必要なＩＰ通信回線網を整備しシステムを構
築しているのは㈱日本レジャーチャンネルのみである。

2号

３イ

事業課

庶務業務等委託

びわこ競艇場臨時従事員の庶
務業務および選手賞金の計
算、選手賞品の整理

平成18年4月1日 キステム（株）

21,000,000

臨時従事員庶務業務、賞金計算業務は、当該業者のシ
ステム(設備・ソフトウェアとも）を利用しており、随時行う
雇用条件・番組編成要領・賞金額の変更とともにシステ
ムも変更する必要があり、他に代替するものがない。

2号

３イ

ゴール時の撮影写真は審判が着順を判定し払戻業務
を行うための重要な証拠物件となるものであり、レース
25,435,956 進行にはかかせない。撮影業務、緊急事態には機械設
備の熟知、迅速な対応が必要であることから製造、据
付業者以外に代替性がない。

2号

３イ

事業課

着順判定写真委託料

着順判定写真の撮影業務

（株）オペレーションサービ
平成18年4月1日
ス

事業課

警備委託料

競艇場の場内警備

平成18年4月1日 新大阪警備保障㈱

78,555,892

専門的知識と実務経験を有し、実績のある者と契約す
ることが運営上必要である。

2号

３イ

事業課

警備委託料

競艇場の場内警備

平成18年4月1日 東海警備安全保障㈱

27,780,976

専門的知識と実務経験を有し、実績のある者と契約す
ることが運営上必要である。

2号

３イ

事業課

びわこ競艇場内での公金の資
発売金収納業務および資金管
金管理および県口座への発売
理業務委託（本場分）
金の収納・支払業務

平成18年4月1日 （株）びわこ銀行

滋賀銀行が公営競技事業特別会計の収納および支払
20,226,187 について、びわこ銀行との間で事務取扱契約書を交わ
しているため。

2号

３イ

事業課

びわこ競艇場内での公金の資
発売金収納業務および資金管
金管理および県口座への発売
理業務委託（場外分）
金の収納・支払業務

平成18年4月1日 （株）びわこ銀行

滋賀銀行が公営競技事業特別会計の収納および支払
6,025,380 について、びわこ銀行との間で事務取扱契約書を交わ
しているため。

2号

３イ

事業課

ＧⅠ競走の優勝戦を中心に、地
ＧⅠびわこ大賞開設５４周年記
上波において実況中継放送す
念競走テレビ放映委託
る。

平成18年4月3日 ㈱弘報舘

9,680,160 企画の比較選定により契約先を決定する。

2号

4

事業課

ＧⅠ近畿地区選手権競走テレ
ビ放映委託

ＧⅠ競走の優勝戦を中心に、地
上波において実況中継放送す 平成19年1月23日 ㈱弘報舘
る。

5,987,940 企画の比較選定により契約先を決定する。

2号

4

事業課

情報誌等制作委託料

ファンクラブ会報誌および場内
情報紙制作委託

平成18年4月21日 （株）エー・アンド・エー

5,481,000 企画の比較選定により契約先を決定する。

2号

4

事業課

場外発売業務委託

場外発売事務委託

平成18年4月1日 各施行者

2号

2

1,032,460,655 各施行者（公共団体）を相手にするため代替性がない。

