
※　公の施設の指定管理を含み、補助金及び貸付金等の支出を除く。

平成２２年１1月１日現在

うちH22年度 単独随契 競争見積 公募プロポ

1 （財）高知県文化財団
高知県立美術館の管理運営代行業
務（指定管理者制度）

1,585,178,000 317,119,000 H21.4.1 ～ H26.3.31 ○

・地域の芸術文化の振興や継承など地域に根ざし
た公共性の高い業務が実施できること
・資料などの収集・保存、調査研究、教育普及など
地域の歴史や文化に高い専門性をもって長期的
な視点で運営が可能であること
・高知県の中核的な文化施設として、県内各地の
文化施設と連携しながら、地域や学校などと継続
的な信頼関係を保ちながら事業を行っていく必要
があること

文化・国際課

2 （財）高知県文化財団
高知県立歴史民俗資料館の管理運
営代行業務（指定管理者制度）

829,452,000 191,040,000 H21.4.1 ～ H26.3.31 ○

・地域の芸術文化の振興や継承など地域に根ざし
た公共性の高い業務が実施できること
・資料などの収集・保存、調査研究、教育普及など
地域の歴史や文化に高い専門性をもって長期的
な視点で運営が可能であること
・高知県の中核的な文化施設として、県内各地の
文化施設と連携しながら、地域や学校などと継続
的な信頼関係を保ちながら事業を行っていく必要
があること

文化・国際課

3 （財）高知県文化財団
高知県立文学館の管理運営代行業
務（指定管理者制度）

617,495,000 124,221,000 H21.4.1 ～ H26.3.31 ○

・地域の芸術文化の振興や継承など地域に根ざし
た公共性の高い業務が実施できること
・資料などの収集・保存、調査研究、教育普及など
地域の歴史や文化に高い専門性をもって長期的
な視点で運営が可能であること
・高知県の中核的な文化施設として、県内各地の
文化施設と連携しながら、地域や学校などと継続
的な信頼関係を保ちながら事業を行っていく必要
があること

文化・国際課

4 （財）高知県文化財団
高知県立坂本龍馬記念館の管理運
営代行業務（指定管理者制度）

210,524,000 42,118,000 H21.4.1 ～ H26.3.31 ○
外部有識者等による審査委員会の審査を経て、
選定したもの

文化・国際課

5 （財）高知県文化財団
高知県立県民文化ホールの管理運
営代行業務（指定管理者制度）

538,491,000 83,397,000 H21.4.1 ～ H26.3.31 ○
大規模改修によりその期間の利用収入がないこ
と、経費の見通しが立てられないことなど、工事終
了後の一定期間までは公募になじまない

文化・国際課

6 （財）高知県文化財団
重点分野雇用創造地域文化活用業
務委託

2,765,000 2,765,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

当事業は、県内各地の芸術資源を調査発掘する
とともに、地域の休・廃校を拠点として芸術による
地域の活性化を目指し、また、事業を通じ県民の
芸術文化の振興を図る事業である。
　このための美術関連の講座や芸術文化に関連
するイベントを実施できるのは、現在県立文化施
設の指定管理者である財団法人高知県文化財団
しかいない。

文化・国際課

平成２２年度 公社等外郭団体との随意契約　一覧
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7 （財）高知県文化財団
重点分野雇用創造データ作成等
（民俗文化財）業務委託

6,807,000 6,807,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

当事業は、県立歴史民俗資料館の収蔵資料の整
理・データ化を行うものであり、収蔵資料の取扱い
やデジタルデータ化のための基礎データ収集など
は、学芸員の指導・監督のもと行われる必要があ
る。
　このため、当該事業を実施できるのは、現在、収
蔵資料の管理を行っている県立文化施設の指定
管理者である財団法人高知県文化財団しかいな
い。

文化・国際課

8 （財）高知県文化財団
重点分野雇用創造データ作成等
（歴史・考古）業務委託

4,330,000 4,330,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

当事業は、県立歴史民俗資料館の収蔵資料の整
理・データ化を行うものであり、収蔵資料の取扱い
やデジタルデータ化のための基礎データ収集など
は、学芸員の指導・監督のもと行われる必要があ
る。
　このため、当該事業を実施できるのは、現在、収
蔵資料の管理を行っている県立文化施設の指定
管理者である同財団しかいない。

文化・国際課

9 （財）高知県文化財団
緊急雇用創出データ作成等業務(文
学資料）委託

1,914,000 1,914,000 H22.11.1 ～ H23.3.31 ○

当事業は、県立文学館に寄贈予定の高知ゆかり
の作家の資料整理・電子データ化を行うものであ
り、学芸員の指導・監督のもと行われる必要があ
る。文学資料の取扱や管理を行っているのは、財
団法人高知県文化財団であり同財団に委託する
ことが最も適切と判断する。

文化・国際課

10 （財）高知県文化財団 高知県芸術祭開催事務委託業務 3,315,400 3,315,400 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

芸術文化に関する専門的知識を持ち、市町村や
公立文化施設、芸術文化団体との連携を図ってい
る財団法人高知県文化財団が主体的に事業運営
に関わっていくことが必要である。

文化・国際課

11 （財）高知県文化財団
高知県立埋蔵文化財センター管理
運営代行業務（指定管理者制度）

208,626,000 70,082,000 H22.4.1 ～ H25.3.31 ○

・埋蔵文化センターの役割は、広報普及と発掘調
査があり、一連のもので切り離すことができない。
・広報普及事業と施設管理を財団法人高知県文
化財団が指定管理制度により、管理代行してお
り、実績がある。
・発掘調査においても、同財団が県内で唯一発掘
調査を実施できる能力を持った機関である。
・埋蔵文化財の調査研究という学術的専門性や文
化財保護という公益性が求められることから、調
査研究という専門性を有する県内唯一の機関であ
る同財団を直接指定することが妥当である。

文化財課

12 （財）高知県文化財団
平成２２年度波介川河口導流事業
埋蔵文化財発掘調査業務

51,828,000 51,828,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

委託業務の内容が高度の専門的知識、技術を有
するスタッフにより一体的に施行されるべきもので
あり、競争入札に適しない。また、財団法人高知
県文化財団は委託業務の遂行に必要な専門的ス
タッフを有している。かつ、基本財産の一部を県が
出損して設立した法人であり他に委託の目的を達
成できる委託先がない。

文化財課
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13 （財）高知県文化財団
平成２２年度高知法務総合庁舎新
営埋蔵文化財発掘調査業務

10,111,500 10,111,500 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

委託業務の内容が高度の専門的知識、技術を有
するスタッフにより一体的に施行されるべきもので
あり、競争入札に適しない。また、財団法人高知
県文化財団は委託業務の遂行に必要な専門的ス
タッフを有している。かつ、基本財産の一部を県が
出損して設立した法人であり他に委託の目的を達
成できる委託先がない。

文化財課

14 （財）高知県文化財団
平成２２年度高知南国道路外埋蔵
文化財発掘調査業務

333,291,000 333,291,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

委託業務の内容が高度の専門的知識、技術を有
するスタッフにより一体的に施行されるべきもので
あり、競争入札に適しない。また、財団法人高知
県文化財団は委託業務の遂行に必要な専門的ス
タッフを有している。かつ、基本財産の一部を県が
出損して設立した法人であり他に委託の目的を達
成できる委託先がない。

文化財課

15 （財）高知県文化財団
重点分野雇用創造埋蔵文化財調査
委託業務

1,932,000 1,932,000 H22.5.1 ～ H22.12.31 ○

　県内における遺跡の発掘調査を行い、報告書を
刊行することを業務内容としている高知県埋蔵文
化財センターの指定管理者である財団法人高知
県文化財団は、出土した遺物の復元、調査等の
技術を有するスタッフが所属している。
　牧野植物園内で試掘された遺物は同センター内
で保管されており、委託した際の遺物の運搬等に
よる破損のリスクが避けられる。
以上のことから、財団法人高知県文化財団の他に
適当な団体はない。

環境共生課

16 （財）土佐山内家宝物資料館 平成２２年度　竹林寺文化財等調査 1,500,000 1,500,000 H22.8.17 ～ H23.3.25 ○

（１）調査対象寺院は、土佐山内家と深く関連があ
り今回、調査対象となる古文書等にも関連したも
のが多数含まれる。財団法人土佐山内家宝物資
料館は山内家関連の調査研究においては、国内
で最も高いレベルにあり幅広く調査研究を行って
おり蓄積してきた資料の活用が可能である。
（２）財団法人土佐山内家宝物資料館には、委託
業務を遂行するために専門的知識を有した必要
かつ十分のスタッフを擁している。

文化財課

17 （財）土佐山内家宝物資料館
重点分野雇用創造データ作成等業
務

4,466,000 4,466,000 H22.10.15 ～ H23.3.31 ○

　財団法人土佐山内家宝物資料館は、旧土佐藩
主山内家に関する資料の散逸を防ぎ、県民の共
有の文化遺産として後世に伝えることを目的に、
県と高知市が出捐し設立された財団である。同財
団は、山内家資料の保存管理、調査研究、展示公
開を主たる業務として行っており、今回新規雇用
する職員の指導にあたるスタッフを有すること、ま
た当該事業は、山内家資料の活用を図るための
委託業務であることなどから同財団に委託するこ
ととする。

文化・国際課
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18 （財）土佐山内家宝物資料館
重点分野雇用創造山内家資料等活
用業務

3,271,000 3,271,000 H22.10.15 ～ H23.3.31 ○

　財団法人土佐山内家宝物資料館は、旧土佐藩
主山内家に関する資料の散逸を防ぎ、県民の共
有の文化遺産として後世に伝えることを目的に、
県と高知市が出捐し設立された財団である。同財
団は、山内家資料の保存管理、調査研究、展示公
開を主たる業務として行っており、今回新規雇用
する職員の指導にあたるスタッフを有すること、ま
た当該事業は、山内家資料の活用を図るための
委託業務であることなどから同財団に委託するこ
ととする。

文化・国際課

19 （財）土佐山内家宝物資料館
重点分野雇用創造データ作成等業
務

10,257,000 10,257,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

　財団法人土佐山内家宝物資料館は、旧土佐藩
主山内家に関する資料の散逸を防ぎ、県民の共
有の文化遺産として後世に伝えることを目的に、
県と高知市が出捐し設立された財団である。同財
団は、山内家資料の保存管理、調査研究、展示公
開を主たる業務として行っており、今回新規雇用
する職員の指導にあたるスタッフを有すること、ま
た当該事業は、山内家資料の活用を図るための
委託業務であることなどから同財団に委託するこ
ととする。

文化・国際課

20 （財）土佐山内家宝物資料館
ふるさと雇用再生山内家資料等活
用業務

91,888,000 91,888,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

　財団法人土佐山内家宝物資料館は、旧土佐藩
主山内家に関する資料の散逸を防ぎ、県民の共
有の文化遺産として後世に伝えることを目的に、
県と高知市が出捐し設立された財団である。同財
団は、山内家資料の保存管理、調査研究、展示公
開を主たる業務として行っており、今回新規雇用
する職員の指導にあたるスタッフを有すること、ま
た当該事業は、山内家資料の活用を図るための
委託業務であることなどから同財団に委託するこ
ととする。

文化・国際課

21 （公財）高知県国際交流協会 平成22年度高知県研修員受入業務 8,747,874 8,747,874 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

（公財）高知県国際交流協会は、国際交流や国際
協力に関して、国、県及び関係機関と連携し、事
業を行うことを目的とする県内唯一の公益財団法
人である。そのため、中南米の県人会や県の友好
交流との交流を行っていることから、単なる研修員
受入業務でなく、交流先との交流が深まるなど事
業の波及効果が見込まれる。
　また、海外技術研修員及び協力交流研修員の
受入事業についても受託の実績があり、ノウハウ
を有することから、より迅速かつ効率的に事務を
行うことができる。

文化・国際課

22
（財）こうち男女共同参画社会づく
り財団

こうち男女共同参画センター管理運
営代行業務（指定管理者制度）

207,805,000 67,996,000 H21.4.1 ～ H24.3.31 ○
外部有識者等による審査委員会の審査を経て、
選定したもの

県民生活･男
女共同参画課

23
（財）こうち男女共同参画社会づく
り財団

こうち男女共同参画センターの県有
施設管理委託業務

1,669,984 1,669,984 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○
同財団がこうち男女共同参画センターの指定管理
者であり、施設を一体的に管理することが合理的
であるため。

県民生活･男
女共同参画課
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24 （財）高知県人権啓発センター
高知県人権啓発研修事業委託（県
費）

46,812,000 46,812,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

　　（財）高知県人権啓発センターは、あらゆる人
権問題について、県民の理解と認識を深め、その
解決を図るため、人権に関する啓発・研修等の事
業を行い、人権尊重の社会づくりに貢献することを
目的として、県等の出捐により設立、運営されてい
る。「高知県人権尊重の社会づくり条例」第２条第
１項において県の責務として定める人権意識の高
揚を目的として実施する当該業務の委託にあた
り、公平かつ中立で人権問題全般に取り組む団体
は他にないため、センターと随意契約を行う。

人権課

25 （財）高知県人権啓発センター
高知県人権啓発研修事業委託（国
費）

15,070,000 15,070,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

   人権啓発研修事業は、啓発活動を通じて人権
問題の解決を図ることを目的とした国の委託事業
であり、その性格上、地方公共団体がこれにあた
ることが予定されている。再委託先の（財）高知県
人権啓発センターについても、あらゆる人権問題
の解決を図るため人権に関する啓発研修等の事
業を行うことを目的として県等の出損により設立・
運営されている法人であり、県としても同法人を人
権啓発を推進するうえでの中核と位置づけてお
り、他に当該委託業務を再委託できるものがない
ため。

人権課

26 （財）高知県人権啓発センター
人権啓発センター管理運営委託（指
定管理者制度）

33,426,000 11,142,000 H21.4.1 ～ H24.3.31 ○
外部有識者等による審査委員会の審査を経て、
選定したもの

人権課

27 （財）高知県地産外商公社
高知県ふるさと雇用再生アンテナ
ショップ機能強化事業委託業務

65,032,253 30,927,135 H22.2.1 ～ H24.3.31 ○
地産外商戦略を推進するために首都圏に設置し
たアンテナショップを運営するのが地産外商公社
であるため。

地産地消・外
商課

28 （財）高知県地産外商公社
高知県地産外商人材育成事業委託
業務

47,736,936 47,736,936 H22.5.1 ～ H23.3.31 ○

地産外商公社において、仲介あっせん及び商品
の磨き上げ、アンテナショップ店頭等における業務
への人材の雇用を通じて、地産外商を実行する人
材の育成を行う事業であるため。

地産地消・外
商課

29 （財）高知県産業振興センター 中小企業団地内公園管理業務委託 871,500 871,500 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

高知県産業振興センターが管理運営している「ぢ
ばさんセンター」に隣接しているため、ぢばさんセ
ンターの管理に付随して日々の公園管理が可能
であり、県が単独で公園維持管理を行うより経済
的である。また、県が出えんする財団法人である
高知県産業振興センターは公共財産の管理運営
に習熟しており管理者として適している。

商工政策課
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30 （財）高知県産業振興センター
ふるさと雇用再生建設業新分野進
出アドバイザー業務委託

18,786,594 9,045,997 H22.5.1 ～ H24.3.31 ○

高知県産業振興センターは、高知県内の中小企
業を支援する中核的な機関として、建設業の経営
革新事業等各種の支援事業を行っており、これま
での事業の遂行や企業訪問等を通じ、県内企業
の状況に精通している。また、高知県と日常的に
密接な連携を行っている。本業務は、建設業の新
分野進出に意欲のある建設業者を支援するため
に、個別訪問を行うことによって情報を集積し、関
係機関と連携し、新分野進出に繋げるものであ
り、こうした支援を実施できるノウハウ、人材を有
する事業者は同団体以外にはない。

商工政策課

31 （財）高知県観光コンベンション協会
ふるさと雇用再生映像コンテンツ撮影
誘致委託業務

44,682,543 21,175,202 H22.2.25 ～ H24.3.31 ○

高知フィルムコミッションを設置し、映画会社等へ
の情報提供、撮影支援などフィルムコミッション事
業を実施している当協会に事業を委託すること
で、円滑な業務実施が図られると認められるた
め。

観光政策課

32 （財）高知県観光コンベンション協会
ふるさと雇用再生旅行商品素材発掘等
委託業務

20,118,000 8,577,000 H21.10.20 ～ H24.3.31 ○

高知県の観光産業の振興を図るための中核的な
観光推進機関であり、県内の観光状況を把握し、
県外へ情報発信、セールスを行うノウハウを有し
ており、当協会に委託することで円滑な業務実施
が図られると認められるため。

観光政策課

33 （財）高知県観光コンベンション協会 こうち体感ツアー実施委託業務 2,393,328 2,393,328 H22.5.18 ～ H22.7.15 ○

当団体は、本県の観光振興に寄与することを目的
に、県や市町村等が構成員として設立された旅行
業法に基づく登録事業者であり、地域のイベント
や観光情報に精通しており公平・公正な立場で業
務の遂行にあたれる者が他にないため。

土佐・龍馬で
あい博推進課

34 （財）高知県観光コンベンション協会 こうち体感ツアー実施委託業務 1,567,265 1,567,265 H22.8.6 ～ H22.9.30 ○

当団体は、本県の観光振興に寄与することを目的
に、県や市町村等が構成員として設立された旅行
業法に基づく登録事業者であり、地域のイベント
や観光情報に精通しており公平・公正な立場で業
務の遂行にあたれる者が他にないため。

土佐・龍馬で
あい博推進課

35 （財）高知県観光コンベンション協会
ふるさと雇用再生高知観光情報発信館
（インフォメーション業務）運営委託業務

6,917,660 6,917,660 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

高知県の観光産業の振興を図るための中核的な
観光推進機関であり、県内の観光状況を把握し、
県外へ情報発信、セールスを行うノウハウを有し
ており、当協会に委託することで円滑な業務実施
が図られると認められるため。

おもてなし課

36 （財）高知県農業公社
ふるさと雇用再生担い手支援総合
情報提供事業

15,731,108 7,840,144 H22.4.1 ～ H24.3.31 ○
農地情報等の収集やマッチングにも取組み、ノウ
ハウが蓄積されていることから、他の団体に委託
することが合理的でないため。

農地・担い手
対策課
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37 (財）高知県農業公社
ふるさと雇用再生認定就農者経営
改善支援業務

4,128,233 4,128,233 H22.5.31 ～ Ｈ23.3.31 ○

高知県青年農業者等育成センターとしての業務を
担っており、認定就農者への状況把握やサポート
を行うにあたっては、他の団体に委託することが
合理的でないため。

農地・担い手
対策課

38 （公社）高知県森と緑の会
ふるさと雇用再生森の窓口運営事
業委託業務

3,471,823 3,471,823 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

本事業は、本県の豊かな自然を最大限活用して、
県下各地に在住の様々なエコ体験活動等を指導・
提供する方々を森の案内人として登録して、それ
ぞれが提供できる「森の体験」を商品化したうえ
で、県内外の都市住民に提供する事業である。森
林・林業・環境学習などに関する知識や経験を活
かし、より顧客ニーズに合致した「森の体験」メ
ニューを提供できるような助言・指導等を「森の達
人」に対して行う能力を有すること、「森の達人」や
県内外の不特定多数かつ様々な分野の顧客に対
応し、公平な実施が求められることから、公的な団
体として関係者からの信頼を得られる実体と活動
実績を有していること、県下全域を対象に指導や
助言などの活動が可能な組織体制を有することよ
り、公益社団法人高知県森と緑の会を選定し、随
意契約を行った。

林業環境政策
課

39 （財）高知県山村林業振興基金
労働環境改善計画事前審査委託業
務

153,000 153,000 H22.6.14 ～ H23.3.18 ○

・労働環境改善計画の内容、法令を理解してい
る。
・林業の専門的知識を持ち、林業事業体の現状を
把握している。

森づくり推進
課

40 （財）高知県山村林業振興基金
ふるさと雇用再生新規就業者職業
紹介アドバイザー委託業務

22,023,000 6,620,000 H21.4.24 ～ H24.3.31 ○

・厚生労働大臣から、「無料職業紹介事業」の指定
を受けている。
・法令により、新規就労者の林業就労支援を行う
団体として、県が指定している。
・林業の専門的知識を持ち、林業事業体の現状を
把握している。

森づくり推進
課

41 （財）高知県山村林業振興基金
高知県立森林研修センター研修館
管理運営委託（指定管理者制度）

31,500,000 10,500,000 H21.4.1 ～ H24.3.31 ○
外部有識者等による審査委員会の審査を経て、
選定したもの

森づくり推進
課

42 （社）高知県森林整備公社
平成２２年度高知県県営林造林事
業委託

54,694,500 54,694,500 H22.4.8 ～ H23.3.31 ○

　県営林事業については、昭和４６年度以降造林
事業を委託して実施し、全県下に展開する県営林
の実状について仔細に把握していることから、本
業務の委託先は、森林整備公社以外にない。

森づくり推進
課

43 （社）高知県森林整備公社
ふるさと雇用再生県営林保全事業
業務委託

27,712,582 13,417,873 H22.5.1 ～ H24.3.31 ○

　本事業の実施は、県営林の施業実績や現況調
査等を行う必要があり、県営林の状況について、
熟知している団体への委託が不可欠となり、その
ような団体が森林整備公社以外にない。

森づくり推進
課

44 （財）高知県牧野記念財団
高知県牧野植物園の管理運営（指
定管理者制度）

1,257,752,000 240,016,000 H18.4.1 ～ H23.3.31 ○
外部有識者等による審査委員会の審査を経て、
選定したもの

環共共生課
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45 （財）高知県牧野記念財団 土佐・龍馬であい博連携事業委託業務 48,000,000 48,000,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

・財団法人高知県牧野記念財団は、平成１８年４
月１より、指定管理者として牧野植物園の管理運
営を行っている。
・植物園内には希少種等の貴重な植物が植栽さ
れていることから、当該事業の実施にあたっては
高度な配慮が必要であり、また、このようなことは
指定管理者として通常行う園地管理業務（移植
等）とも密接に関連する。
・同財団は当該事業の遂行に必要な専門スタッフ
（植物及びランドスケープ等の専門家）を有してい
る。
・同財団は平成１８年度から平成２０年度まで牧野
植物園を含む五台山地区でイベント開催等を行っ
た牧野植物園５０周年記念花・人・土佐であい博
連携事業を受託事業として実施していることから、
本委託業務の類似業務実績がある。

環共共生課

46 （財）高知県牧野記念財団 イベント開催事業 22,772,000 22,772,000 H22.11.15 ～ H23.3.31 ○

・財団法人高知県牧野記念財団は、平成１８年４
月１より、指定管理者として牧野植物園の管理運
営を行っている。
・植物園内には希少種等の貴重な植物が植栽さ
れていることから、当該事業の実施にあたっては
高度な配慮が必要であり、また、このようなことは
指定管理者として通常行う園地管理業務（移植
等）とも密接に関連する。
・同財団は当該事業の遂行に必要な専門スタッフ
（植物及びランドスケープ等の専門家）を有してい
る。
・同財団は平成１８年度から平成２０年度まで牧野
植物園を含む五台山地区でイベント開催等を行っ
た牧野植物園５０周年記念花・人・土佐であい博
連携事業を受託事業として実施していることから、
本委託業務の類似業務実績がある。

環共共生課

47 （財）高知県のいち動物公園協会
高知県立のいち動物公園の指定管
理代行業務（指定管理者制度）

1,659,765,000 329,454,000 H21.4.1 ～ H26.3.31 ○
県内に高知県のいち動物公園協会以外に運営経
験のある適切な運営団体が存在しない。

公園下水道課

48 （財）高知県のいち動物公園協会
重点分野雇用創造都市公園(のい
ち動物公園）環境整備委託事業

3,867,000 3,867,000 H22.5.6 ～ H22.10.31 ○

のいち動物公園の管理運営を行う指定管理者で
あり、整備する箇所が飼育展示施設に隣接してい
ることから、動物の脱出を防止する整備方法の知
識が必要であるため。

公園下水道課

49 （財）高知県のいち動物公園協会
重点分野雇用創造都市公園(のい
ち動物公園）美化整備委託事業

3,610,000 3,610,000 H22.11.1 ～ H23.3.31 ○

のいち動物公園の管理運営を行う指定管理者で
あり、整備する箇所が飼育展示施設に隣接してい
ることから、動物の脱出を防止する整備方法の知
識が必要であるため。

公園下水道課
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50 （社）高知県建設技術公社
平成２２年度高知県土木部新規採用技
術職員研修委託業務

2,131,500 2,131,500 H22.9.1 ～ H22.11.12 ○

　本研修は、平成22年度に新規採用された高知県
の土木技術職員に対し、基礎的な実務研修を行
い、早期に新規採用技術職員の資質向上を図る
ものであるが、県が使用している土木積算システ
ムを利用した積算の研修を行える事業者は他に
いないため。

土木企画課

51 （社）高知県建設技術公社
平成２２年度土木積算基準改定作業委
託業務

13,650,000 13,650,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

　本業務を仕様書どおり迅速かつ確実に実施する
ためには、本県の積算基準書の歩掛りと積算シス
テムの連携の内容を熟知している必要があるが、
積算システムの開発から参加している高知県建設
技術公社以外に適する委託先がないため。

建設管理課

52 （社）高知県建設技術公社 電子納品運用支援等（その1）委託業務 4,179,000 4,179,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○

　一般競争入札の公告を行い、入札参加者を募っ
たが、参加事業者がいなかった。
　仕様内容は実務担当者からの質疑に対応し、円
滑にサポートするための必要最小限の仕様として
いる。仕様を見直すことは事務処理の効率や品質
に悪影響を及ぼすことから行うことはできない。上
記条件を満足し、且つ業務実績のある事業者は
他にいないため。

建設管理課

53 （社）高知県建設技術公社
安芸総合庁舎建替に伴う開発協議申
請書等作成支援業務

1,512,000 1,512,000 H22.8.9 ～ H22.10.31 ○

　安芸総合庁舎の建替えに伴う開発協議を円滑
に進めるためには、申請書等作成委託業務を適
正に設計するとともに、適切に施工管理すること
が不可欠であるが、県内における公共工事の設
計実績がある公益機関は他にないため。

健康長寿政策課

54 （社）高知県建設技術公社 道路台帳管理委託業務 2,772,000 2,772,000 H22.9.27 ～ H23.3.25 ○

　平成１３年度の道路台帳管理システムの構築に
伴い、補正データはすべて電子納品されることと
なっている。
　平成１４年度より高知県の道路台帳補正業務は
全て民間委託に移行したため、膨大な補正データ
を正確に管理し、速やかに遂行させる監督機関が
必要である。
　高知県技術公社は昭和５３年の台帳整備開始
当時から補正業務を受託しており、補正作業要領
を熟知し、平成１３年度に構築された道路台帳管
理システムにも精通しているから本業務を遂行で
きるのは建設技術公社以外にはないと考えられ
る。

道路課

55 （社）高知県建設技術公社
高知女子大学池キャンパス進入路等測
量･設計･積算施工管理委託業務

3,559,500 3,559,500 H22.9.1 ～ H23.3.31 ○

  本業務には、高知女子大学の池キャンパスで施
工される進入路等の実施設計の積算業務を含ん
でおり、入札に参加することが想定される一般の
建設業者・建設コンサルタントに発注することは適
当でない。
　また、当課には、専任の土木技術職員が配置さ
れておらず、積算業務を行える職員がいないた
め。

私学･大学支援課
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56 （社）高知県建設技術公社
室戸東地区外2地区広域漁場整備施工
管理委託業務

4,368,000 4,368,000 H22.4.24 ～ H23.2.28 ○

　本業務は、県下で唯一漁港漁場課が実施してい
る浮魚礁製作設置における段階確認等を県技術
職員に代わり行うものであり、特殊な工事内容に
精通している必要がある。また、現地の状況変化
に伴う変更処理の指示など専門的な行政判断が
必要なことから、公的機関であり、これまでも浮魚
礁に関する同様の業務に携わってきた公社と随意
契約を行うものである。

漁港漁場課

57 （社）高知県建設技術公社
牧野植物園駐車場等整備工事積算・施工
管理委託業務

4,905,600 4,905,600 H21.11.21 ～ H22.4.30 ○

　牧野植物園駐車場等整備工事の実施積算・施
工管理を行う業務であり、工事の設計・施工に関
して、現地において適切な指導監督・検査態勢の
確保が求められているが、当課には専門の知識を
持った職員が配置されていない。
　公共土木工事の積算及び施工管理等の技術を
持った公益機関は他にいないため。

環境共生課

58 （社）高知県建設技術公社
江ノ口川河川管理施設機能確保発注者支
援委託業務

1,305,150 1,305,150 H21.8.5 ～ H22.5.31 ○

　当業務は、江ノ口川排水機場ポンプ設備オー
バーホールに関わる積算及び施工管理を行う発
注者支援委託業務である。
　本業務は、積算作業の際にメーカーの見積や図
面を扱い、施工管理ではメーカーのノウハウの部
分にかかわるため、発注者として保護すべき企業
情報を入手することになる。
　また、施工管理では、現場の状況によっては現
場を待機状態にしたままで工事監督職員に連絡し
判断を依頼する等の、機械リース料、損耗費等あ
るいは人件費の待機時の費用等、工事費用の消
耗に直結する事態が発生する可能性がある委託
内容である。
　これは、発注者側の指揮監督権限に係る内容で
あり、発注者側の立場に立った判断のできる者に
委託する必要がある。
　以上のことから、一般の企業やコンサルタントは
適当でないと判断し、当公社と随意契約を締結す
るものである。

高知土木事務所

59 （社）高知県建設技術公社
国道439号道路災害復旧測量設計積算
委託業務

5,575,500 5,575,500 H22.4.14 ～ H22.7.15 ○

　災害査定を受けるため、地質調査から設計積
算・査定資料作成まで迅速かつ正確に行う必要が
あり、県内で唯一、設計積算を行うことが可能なた
め。

幡多土木事務所

60 （社）高知県建設技術公社
県道奥西川岸本線地域の安全安心推
進測量設計積算委託業務

2,982,000 2,982,000 H22.5.24 ～ H22.8.31 ○
　災害査定を受けるため、地質調査から設計積
算・査定資料作成まで迅速かつ正確に行う必要が
あるが他に行える業者がいないため。

中央東土木事務所

61 （社）高知県建設技術公社 県道高知本山線測量設計委託業務 2,215,500 2,215,500 H22.7.2 ～ H22.10.31 ○
　災害査定を受けるため、適切な対策工法及び設
計積算を迅速かつ正確に行う必要があり、他に行
える業者がいないため。

中央東土木事務所
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62 （社）高知県建設技術公社
県道桂浜はりまや線外2路線地域の安
全安心推進測量設計積算委託業務

1,039,500 1,039,500 H22.8.28 ～ H22.10.16 ○

　この業務は、当路線において測量・設計・積算を
一貫して行うものであり、通行者の安全を早急に
確保する必要がある。
　高知県の積算基準及び積算単価をもとに土木積
算システムを使用して積算を行った上で、設計書
として調製するものである。（社）高知県建設技術
公社は、高知県と同一の積算システムを保有して
おり、設計書の作成業務を熟知している。同公社
以外は、高知県と同一の土木積算システムを保有
していないため、設計書を作成する業務はできな
いことから、競争入札には適さず、同公社と随意
契約を行う。

高知土木事務所

63 （社）高知県建設技術公社
新堀川河川改修地域活力基盤創造交
付金委託業務

2,268,000 2,268,000 H22.8.28 ～ H22.11.25 ○

　この業務は、高知県が発注する工事の実施設計
書を作成するもので、高知県の積算基準及び積
算単価をもとに土木積算システムを使用して積算
を行った上で、設計書として調製するものである。
　（社）高知県建設技術公社は、高知県と同一の
積算システムを保有しており、設計書の作成業務
を熟知している。同公社以外は、高知県と同一の
土木積算システムを保有していないため、設計書
を作成する業務はできないことから競争入札には
適さず、同公社と随意契約を行うものである。

中央西土木事務所

64 （社）高知県建設技術公社 県道安田東洋線積算委託業務 1,029,000 1,029,000 H22.6.10 ～ H22.7.24 ○ 安芸土木事務所

65 （社）高知県建設技術公社 県道安田東洋線積算委託業務 1,029,000 1,029,000 H22.7.14 ～ H22.8.12 ○ 安芸土木事務所

66 （社）高知県建設技術公社
国道195号地域活力基盤創造交付金設
計積算委託業務

1,416,450 1,416,450 H22.7.10 ～ H22.9.22 ○ 中央東土木事務所

　この業務は、高知県が発注する工事の実施設計
書や変更設計書を作成するもので、高知県の積
算基準及び積算単価をもとに土木積算システムを
使用して積算を行ったうえで、設計書として調製す
るものである。
　（社）高知県建設技術公社は、高知県と同一の
積算システムを保有しており、設計書の作成業務
を熟知している。同公社以外は、設計書を作成す
る業務はできないことから競争入札には適さず、
同公社と随意契約を行う。
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67 （社）高知県建設技術公社
県道高知空港インター線地域活力基盤
創造交付金積算施工管理委託業務

4,882,500 4,882,500 H22.6.26 ～ H23.3.17 ○ 中央東土木事務所

68 （社）高知県建設技術公社
県道高知東インター線地域活力基盤創
造交付金積算施工管理委託業務

3,475,500 3,475,500 H22.10.6 ～ H23.3.25 ○ 中央東土木事務所

69 （社）高知県建設技術公社
国道195号道路改築工事積算・施工管理委
託業務

6,447,000 6,447,000 H21.6.24 ～ H22.7.31 ○ 中央東土木事務所

70 （社）高知県建設技術公社
県道高知空港インター線地域活力基盤創造
交付金工事積算等委託業務

3,462,900 3,462,900 H21.11.6 ～ H22.11.25 ○ 中央東土木事務所

71 （社）高知県建設技術公社
県道高知東インター線地域活力基盤創造交
付金工事管理等委託業務

2,092,650 2,092,650 H22.2.9 ～ H22.9.30 ○ 中央東土木事務所

72 （社）高知県建設技術公社
県道桂浜はりまや線交通安全施設等整備
積算施工管理委託業務

2,541,000 2,541,000 H21.10.14 ～ H23.3.9 ○ 高知土木事務所

73 （社）高知県建設技術公社
県道桂浜はりまや線交通安全施設等整備
積算施工管理委託業務

4,862,550 4,862,550 H21.8.20 ～ H22.11.30 ○ 高知土木事務所

74 （社）高知県建設技術公社
国道４４０号（親ヶ渕大橋）地域活力基盤創
造交付金積算・現場管理委託業務

3,938,550 3,938,550 H21.12.4 ～ H22.12.31 ○ 須崎土木事務所

75 （社）高知県建設技術公社
国道440号地域活力基盤創造交付金
（親ヶ渕大橋）積算・現場管理委託業務

4,864,650 4,864,650 H22.6.15 ～ H23.3.25 ○ 須崎土木事務所

76 （社）高知県建設技術公社
野根海岸高潮対策技術審査補助委託
業務

198,450 198,450 H22.6.11 ～ H22.7.31 ○ 安芸土木事務所

77 （社）高知県建設技術公社
岩戸海岸侵食対策工事技術審査補助
委託業務

393,750 393,750 H22.6.29 ～ H22.9.26 ○ 安芸土木事務所

78 （社）高知県建設技術公社
安芸漁港広域水産物供給基盤整備技
術審査補助委託業務

321,300 321,300 H22.7.15 ～ H22.10.12 ○ 安芸土木事務所

79 （社）高知県建設技術公社
加領郷漁港地域水産物供給基盤整備
技術審査補助委託業務

304,500 304,500 H22.8.4 ～ H22.11.1 ○ 安芸土木事務所

80 （社）高知県建設技術公社
室戸岬漁港広域水産物供給基盤整備
工事技術審査補助委託業務

386,400 386,400 H22.8.16 ～ H22.10.14 ○ 安芸土木事務所

81 （社）高知県建設技術公社
奈半利港海岸高潮技術審査補助委託
業務

318,150 318,150 H22.9.10 ～ H22.12.8 ○ 安芸土木事務所

82 （社）高知県建設技術公社
県道安田東洋線災害防除工事技術審査補
助委託業務

579,600 579,600 H22.2.8 ～ H22.6.12 ○ 安芸土木事務所

83 （社）高知県建設技術公社
県道安田東洋線災害防除工事技術審査補
助委託業務

619,500 619,500 H21.11.3 ～ H22.4.30 ○ 安芸土木事務所

84 （社）高知県建設技術公社
国道439号地域活力基盤創造交付金
（仮称仲井谷トンネル）工事技術審査補
助委託業務

354,900 354,900 H22.7.6 ～ H22.9.15 ○ 中央西土木事務所

85 （社）高知県建設技術公社
県道庄田伊野線地域活力基盤創造交
付金総合評価方式技術審査補助委託
業務

367,500 367,500 H22.7.30 ～ H22.11.26 ○ 中央西土木事務所

86 （社）高知県建設技術公社
波介川（火渡川）広域河川改修総合評価方
式技術審査補助委託業務

381,150 381,150 H22.1.22 ～ H22.4.10 ○ 中央西土木事務所

87 （社）高知県建設技術公社
県道窪川船戸線地域活力基盤創造交
付金工事技術審査補助委託業務

365,400 365,400 H22.6.25 ～ H22.9.2 ○ 須崎土木事務所

88 （社）高知県建設技術公社
国道441号道路改築(橘橋上部工）工事
技術審査補助委託業務

672,000 672,000 H22.9.18 ～ H23.1.15 ○ 幡多土木事務所

89 （財）高知県のいち動物公園協会
高知県立のいち動物公園の指定管
理代行業務（指定管理者制度）

1,659,765,000 329,454,000 H21.4.1 ～ H26.3.31 ○
県内に高知県のいち動物公園協会以外に運営経
験のある適切な運営団体が存在しない。 公園下水道課

　この業務は、高知県が発注する工事の実施設計
書や変更設計書を作成するとともに請負工事の監
督を実施するものである。
　設計書の作成は、高知県の積算基準及び積算
単価をもとに土木積算システムを使用して積算を
行ったうえで、設計書として調製するものである。
また監督業務は、高知県建設工事監督規程に基
づき、請負工事の監督を行い工事の請負契約の
適正かつ円滑な履行を確保するものである。
　（社）高知県建設技術公社は、高知県と同一の
積算システムを保有しており、設計書の作成業務
を熟知している。同公社以外は、高知県と同一の
土木積算システムを保有していないため、設計書
を作成する業務はできない。また当公社は高知県
や市町村が発注した工事の監督業務に関して多く
の実績を有し、監督業務に精通している。同公社
以外は監督業務の実績を有していない。
　以上のことから競争入札には適さず、随意契約
を行うものである。

　本業務は、工事の発注時における総合評価方
式の入札参加希望者情報、提案内容及び評価結
果等入札に関する情報を整理する技術審査補助
業務であり、次の要件を満たす者でなければ契約
の相手方になり得ず競争入札に適さない。
（１）総合評価方式による発注業務について、十分
な知 識と理解を有していること。
（２）業務上、工事発注者が公表すべきでない情報
及び保護すべき入札参加者の個人情報を多数入
手することとなり、入札に参加することが想定され
る一般の建設業者、建設コンサルタントでは適当
でない。以上の理由により、（社）高知県建設技術
公社と随意契約する。
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90 （財）高知県のいち動物公園協会
重点分野雇用創造都市公園(のい
ち動物公園）環境整備委託事業

3,867,000 3,867,000 H22.5.6 ～ H22.10.31 ○

のいち動物公園の管理運営を行う指定管理者で
あり、整備する箇所が飼育展示施設に隣接してい
ることから、動物の脱出を防止する整備方法の知
識が必要であるため。

公園下水道課

91 （財）高知県のいち動物公園協会
重点分野雇用創造都市公園(のい
ち動物公園）美化整備委託事業

3,610,000 3,610,000 H22.11.1 ～ H23.3.31 ○

のいち動物公園の管理運営を行う指定管理者で
あり、整備する箇所が飼育展示施設に隣接してい
ることから、動物の脱出を防止する整備方法の知
識が必要であるため。

公園下水道課

92 高知県住宅供給公社 県営住宅管理代行等業務委託 309,907,000 309,907,000 H22.4.1 ～ H23.3.31 ○
管理代行の委託は、公営住宅法の規定により地
方住宅供給公社又は市町村のみ行い得るため。
（市町村受託意思なし）

住宅課

93 （財）高知県スポーツ振興財団
県立県民体育館及び県立武道館の
管理運営業務（指定管理者制度）

284,250,000 94,750,000 H21.4.1 ～ H24.3.31 ○
外部有識者等による審査委員会の審査を経て、
選定したもの

スポーツ健康
教育課

94 （財）高知県スポーツ振興財団
県立春野運動公園の管理運営業務
（指定管理者制度）

991,415,000 198,403,000 H21.4.1 ～ H26.3.31 ○
外部有識者等による審査委員会の審査を経て、
選定したもの

公園下水道課

計 11,544,840,683 3,422,605,954 87 0 7
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