平成２５年度 公社等外郭団体との随意契約 一覧
※ 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２６年３月３１日現在
No.

団体名

業

務

名

1 （一社）高知医療再生機構

平成25年度高知県地域医療再生事
業

2 （一社）高知医療再生機構

脳卒中患者実態調査

3 （公財）土佐山内家宝物資料館

4 （公財）高知県文化財団

重点分野雇用創造山内家資料調査
等業務

重点分野雇用創造データ作成等
（民俗、歴史・考古資料）委託業務

契約金額（円）

うちH25年度

契約期間

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

414,929,242

414,929,242 H25.4.1

～ H26.3.31

○

104,265

104,265 H25.4.1

～ H26.3.31

○

14,382,202

12,155,563

14,382,202 H25.4.1

12,155,563 H25.4.1

～ H26.3.31

～ H26.3.31

随意契約の理由

県の担当課

当事業は医師のキャリア形成支援や県外からの医師の招聘等を、高
知大学をはじめとした県内医療関係機関と連携して行うものであるた 医療政策・医師
め、県、高知大学及び県内医療機関等で構成する当該団体以外に適 確保課
当な委託先はない。
少額によるもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第1号該当）

医療政策・医師
確保課

○

当該団体は、土佐藩主山内家資料の散逸を防ぎ、県民共有の文化
遺産として後世に伝えるため県が出捐して設立した団体で、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いる。当該事
文化推進課
業は山内家資料の保存と活用を図るものであり、これを実施できるの
は、今回新規雇用する職員の指導にあたる学芸員を有する当該団体
以外にない。

○

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。
文化推進課
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(公財)高知県文化財団
しかいない。

5 （公財）高知県文化財団

重点分野雇用創造データ作成等
（写真作品等資料）委託業務

1,780,512

1,780,512 H25.4.1

～ H25.6.30

○

当事業は、県立美術館の収蔵資料である写真等の整理・データ化を
行うものであり、収蔵資料の取扱い等は、学芸員の指導・監督のもと行
われる必要がある。
文化推進課
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(公財)高知県文化財団
しかいない。

6 （公財）高知県文化財団

石元泰博写真作品等著作権管理業
務

2,548,598

2,548,598 H25.4.1

～ H26.3.31

○

高知県立美術館の指定管理者として、石元泰博氏の写真作品を管
理しており、著作権の管理を総合的に実施できる体制とノウハウを有
する唯一の団体である。

○

・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
文化推進課
・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

7 （公財）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

302,953,718 H21.4.1

～ H26.3.31

－1－

文化推進課

No.

団体名

8 （公財）高知県文化財団

業

務

名

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）

契約金額（円）

829,452,000

うちH25年度

契約期間

135,049,826 H21.4.1

～ H26.3.31

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

・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
文化推進課
・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

○

・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
文化推進課
・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

9 （公財）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

106,139,905 H21.4.1

～ H26.3.31

10 （公財）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

40,998,000 H21.4.1

～ H26.3.31

11 （公財）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

103,725,000 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 文化推進課
い。

12 （公財）高知県文化財団

平成２５年度高知県芸術祭開催事
務委託業務

6,008,895

6,008,895 H25.4.1

～ H26.3.31

○

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(公財)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。

○

本業務は、高知県内の埋蔵文化財を熟知したうえ行うことが求めら
れるが、当該団体は埋蔵文化財発掘についての専門的知識、技術を
有するスタッフを擁して高知県内の埋蔵文化財発掘の十分な実績があ 文化推進課
る唯一の機関であり、かつ基本財産の一部を県が出捐して設立した公
益法人であるため。

○

本業務は高知県内の埋蔵文化財について、高度な専門的知識、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る。(公財)
教育委員会文
高知県文化財団は委託業務の遂行に必要なスタッフを擁しており､ か
化財課
つ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益法人であり、他に業務
の目的を達成できる委託先がないため、随意契約を行う。

○

本業務は高知県内の埋蔵文化財について、高度な専門的知識、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る。(公財)
教育委員会文
高知県文化財団は委託業務の遂行に必要なスタッフを擁しており､ か
化財課
つ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益法人であり、他に業務
の目的を達成できる委託先がないため、随意契約を行う。

13 （公財）高知県文化財団

14 （公財）高知県文化財団

15 （公財）高知県文化財団

新資料館整備事業に伴う埋蔵文化
財発掘調査委託業務

平成24-25年度高知南国道路埋蔵
文化財発掘調査業務

平成25年度高知南国道路埋蔵文化
財発掘調査整理業務

95,097,450

9,586,500

137,686,500

16,672,950 H23.10.1 ～ H26.3.31

9,586,500 H25.3.29 ～ H25.8.31

137,686,500 H25.4.25 ～ H26.3.31

－2－

○

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。

文化推進課

文化推進課

No.

団体名

16 （公財）高知県文化財団

17 （公財）高知県文化財団

業

務

名

史跡高知城跡追手門東北矢狭間塀
石垣改修工事に伴う調査業務

史跡高知城跡追手門東北矢狭間塀
石垣改修工事に伴う調査業務

契約金額（円）

4,477,908

10,832,400

うちH25年度

契約期間

4,477,908 H25.8.1

～ H25.10.31

7,235,950 H25.12.1 ～ H26.8.31

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

本業務は高知県内の埋蔵文化財について、高度な専門的知識、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る。(公財)
教育委員会文
高知県文化財団は委託業務の遂行に必要なスタッフを擁しており､ か
化財課
つ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益法人であり、他に業務
の目的を達成できる委託先がないため、随意契約を行う。

○

本業務は高知県内の埋蔵文化財について、高度な専門的知識、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る。(公財)
教育委員会文
高知県文化財団は委託業務の遂行に必要なスタッフを擁しており､ か
化財課
つ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益法人であり、他に業務
の目的を達成できる委託先がないため、随意契約を行う。

18 （公財）高知県文化財団

追手筋遺跡埋蔵文化財発掘調査委
託業務

97,465,200

63,111,300 H25.8.1

～ H27.3.31

○

本業務は高知県内の埋蔵文化財について、高度な専門的知識、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る。(公財)
教育委員会新
高知県文化財団は委託業務の遂行に必要なスタッフを擁しており､ か
図書館整備課
つ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益法人であり、他に業務
の目的を達成できる委託先がないため、随意契約を行う。

19 （公財）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）

248,210,000

43,845,000 H25.4.1

～ H30.3.31

○

学術的専門性と文化財保護という公益性が求められ他に業務の目
的を達成できる団体がない。

○

本業務は高知県内の埋蔵文化財について、高度な専門的知識、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る。(公財)
教育委員会新
高知県文化財団は委託業務の遂行に必要なスタッフを擁しており､ か
図書館整備課
つ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益法人であり、他に業務
の目的を達成できる委託先がないため、随意契約を行う。

○

（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、
県及び関係団体と連携し、事業を行うことを目的とする県内唯一の公
益法人である。
また、中南米の県人会や県の友好交流先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、交流先との交流がより深まるなど
事業の波及効果が得られる。
国際交流課
さらに、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。
なお、財団法人高知県国際交流協会は、国際交流課と同じ事業目的
を持つ公益法人であることから、この受入業務の受託に関しては、直
接経費のみの委託料となっている。

20 （公財）高知県文化財団

21 （公財）高知県国際交流協会

追手筋遺跡埋蔵文化財発掘調査事
前準備業務

高知県海外技術研修員受入事業

4,459,350

4,459,350 Ｈ25.5.１

～ Ｈ25.7.31

7,404,555

7,404,555 H25.4.1

～ H26.3.31

55,405,000 H24.4.1

～ H29.3.31

1,378,791 H25.4.1

～ H26.3.31

22

（公財）こうち男女共同参画社会づ こうち男女共同参画センターの管理
くり財団
運営代行業務（指定管理者制度）

370,316,000

23

（公財）こうち男女共同参画社会づ こうち男女共同参画センターの県有
くり財団
施設管理業務

1,378,791

－3－

○
○

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。

教育委員会文
化財課

県民生活･男女
共同参画課

こうち男女共同参画センターの管理運営代行業務の受託者であるた 県民生活･男女
め。
共同参画課

No.

団体名

24 （公財）高知県人権啓発センター

業

務

名

高知県人権啓発研修事業委託（県
費）

25 （公財）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)

26 （公財）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）

27 （公財）高知県人権啓発センター

私立学校人権教育指導業務委託

一般財団法人高知県地産外商公 アンテナショップ「まるごと高知」賃
28
社
貸借契約

契約金額（円）

74,825,000

9,105,000

33,606,000

2,691,000

11,289,571
（82,213,464円
と公社の平成
25年度の収益
事業における
収入から費用
を控除した金
額のいずれか
低い方。）

うちH25年度

契約期間

74,825,000 H25.4.1

～ H26.3.31

9,105,000 H25.5.17 ～ H26.3.31

11,062,000 H24.4.1

2,691,000 H25.4.1

11,289,571
（82,213,464円
と公社の平成
25年度の収益
事業における
収入から費用
を控除した金
額のいずれか
低い方。）

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

県の担当課

○

(公財）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 人権課
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。

○

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(公財）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
人権課
啓発研修等の事業を行う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。

○

～ H27.3.31

～ H26.3.31

随意契約の理由

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

○

(公財）高知県人権啓発センターは、様々な人権問題に関する啓
発・研修事業を一元的に実施しており、この委託事業である人権教育 私学・大学支援
の指導、研修を総合的に実施できるノウハウと体制を持っているのは 課
同センター以外にないため。

H25.4.1

～ H26.3.31

○

本契約は、アンテナショップ「まるごと高知」の運営に必要となる店舗
及び執務室の物件を貸し付けるものであり、アンテナショップ「まるごと 地産地消・外商
高知」の運営をはじめ地産外商戦略を推進するために設立した一般財 課
団法人高知県地産外商公社以外に貸付先はないため。

29

一般財団法人高知県地産外商公 地産外商公社へ派遣する県職員の
社
建物物件への入居にかかる契約

1,128,000

1,128,000 H25.4.1

～ H26.3.31

○

不動産の賃借にかかる契約であり、地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号に該当。

30

一般財団法人高知県地産外商公 重点分野雇用創造地産外商活動強
社
化事業委託

10,365,865

10,365,865 H25.4.1

～ H26.3.31

○

当該委託業務が、一般財団法人高知県地産外商公社の体制の充実
地産地消・外商
による、県産品の仲介・あっせん業務等の強化を目的としたものである
課
ため。

○

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号
（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
商工政策課
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、県が出えんする公益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。）

31 （公財）高知県産業振興センター

中小企業団地内公園管理委託業務

871,500

871,500 H25.4.1

～ H26.3.31

－4－

地産地消・外商
課

No.

団体名

32 （公財）高知県産業振興センター

33 （公財）高知県産業振興センター

34 （公財）高知県産業振興センター

業

務

名

建設業新分野進出アドバイザー委
託業務

重点分野雇用創造外商推進事業委
託業務

ものづくりの地産地消総合相談窓口
事業業務

契約金額（円）

6,135,293

6,296,495

22,386,301

うちH25年度

契約期間

6,135,293 H25.4.1

6,296,495 H25.4.1

22,386,301 H25.4.1

～ H26.3.31

～ H26.3.31

～ H26.3.31

－5－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

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
商工政策課
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。

○

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
的機関として、高知県や関係機関と密接な連携をとりながら、県内企
業の販路開拓、設備貸与など各種の支援事業に取り組んできたため、
各種支援制度も熟知しており、また、企業訪問活動や支援事業を通じ
て、県内企業の経営状況や持っている技術や設備、受注状況、マッチ 工業振興課
ング活動などにも精通している。したがって、発注企業開拓や発注情
報の獲得、県内企業への的確な情報提供など、この業務を効果的に
遂行できるノウハウや人材を有している事業者は同財団法人以外にな
い。

○

本委託業務は、本県経済を根本から元気にする県のトータルプラン
である産業振興計画に掲げる「ものづくりの地産地消」の促進策である
が、高知県産業振興センターでは、地域企業の振興に向け、
１ 販路開拓のコーディネーターの派遣などを行う、専門人材支援
２ 経営革新を目指す企業の取組支援などを行う、企業訪問・窓口相
談
３ 商談会の開催などを行う、機会や場の提供
４ 設備導入を支援する、設備投資支援
５ 地域資源を活かした中小企業者の研究開発の取組などを支援す
る、財政支援
６ 分野の異なる地域企業相互の交流活動を支援する、交流支援
など、多岐にわたる取り組みを進めている。個別の支援策も豊富であ
り、支援業務に携わる人材・体制も充実しており、加えて、平成９年の
設立から培ってきた地域企業とのつながり、ノウハウの蓄積がされて 計画推進課
おり、産業支援のための総合的な機能を有する法人として、県内で唯
一、新事業創出促進法に基づく中核的支援機関に認定、中小企業支
援法に基づく中小企業支援センターに指定された法人である。
また、高知県理事が理事長、産業振興推進部長が理事、商工労働
部参事が専務理事を務めるなど、県と密接な関係にある本法人と県が
相互に情報を共有し連携して地域産業振興に取り組むことで、より効
果的な施策を実施することが可能と思慮される。
平成23年度から、同法人に本事業を委託しており、本業務を実施す
るに当たって十分な能力や実績を有している。
このことから、公益財団法人高知県産業振興センターは本事業を遂
行できる唯一の法人であることから、同法人に随意契約により委託す
るものとする。

No.

団体名

業

務

名

契約金額（円）

～ H26.3.31

○

当該法人は、高知県青年農業者等育成センターとして知事から指定
農地・担い手対
を受け、幅広く新規就農支援を行う組織であり、他の団体等に委託す
策課
ることは合理的ではないため。

4,611,371

4,611,371 H25.4.1

～ H26.3.31

○

当該法人は、新規就農者の相談の窓口となっており、就農支援資金
農地・担い手対
の貸付業務を実施していることから、認定就農者（就農支援資金の貸
策課
付対象者）とも深く関わっているため、他に適当な機関がない。

3,686,752

3,686,752 H25.7.10 ～ H26.3.31

○

産地・流通支援
高知県種苗センターが県独自品種に関する専門的な知見を有し、こ
課
の業務を遂行できる唯一の団体であり、競争入札に適さないため。

○

本業務は、死亡牛のBSE検査のための検体採取作業における家畜
防疫員の補助を行うものである。
・（一社）高知県肉用子牛価格安定基金協会は、冷凍輸送車を所有し、
BSE検査を実施するための死亡牛の収集・運搬及び保管に関する事 畜産振興課
業を県内で唯一実施している。
・検体採取作業は、農場からの死体収集と一体的に行う必要があり、
当業務の委託先は同団体しかない。

3,818,869

37 公益財団法人高知県農業公社

認定就農者経営改善支援業務委託

重点分野雇用創造県独自品種普及
推進事業業務委託

40 （公財）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
管理代行業務（指定管理者制度）

県の担当課

3,818,869 H25.4.1

青年就農給付金事業支援業務委託

（一社）高知県肉用子牛価格安定
検体採取補助業務
基金協会

随意契約の理由

○

36 公益財団法人高知県農業公社

39

単独随契 競争見積 公募プロポ

～ H26.3.31

高知県地域産業支援事業業務

公益社団法人
高知県種苗センター

随意契約の方法

本委託業務は、本県経済の体質強化に向けた県のトータルプランで
ある産業振興計画に基づく地域アクションプランの実行支援であるが、
高知県産業振興センターでは、地域企業の振興に向け、
１ 販路開拓のコーディネーターの派遣などを行う、専門人材支援
２ 経営革新を目指す企業の取組支援などを行う、企業訪問・窓口相
談
３ 商談会の開催など行う、機会や場の提供
４ 設備導入を支援する、設備投資支援
５ 地域資源を活かした中小企業者の研究開発の取組などを支援す
る、財政支援
６ 分野の異なる地域企業相互の交流活動を支援する、交流支援
など、多岐にわたる取り組みを進めている。個別の支援策も豊富であ
り、支援業務に携わる人材・体制も充実しており、加えて、平成９年の
設立から培ってきた地域企業とのつながり、ノウハウの蓄積がされて 計画推進課
おり、産業支援のための総合的な機能を有する法人として、県内で唯
一、新事業創出促進法に基づく中核的支援機関に認定、中小企業支
援法に基づく中小企業支援センターに指定された法人である。
また、産業振興推進部長、商工労働部長が評議員、商工労働部参
事が専務理事を務めるなど、県と密接な関係にある本法人と県が相互
に情報を共有し連携して地域産業振興に取り組むことで、より効果的
な施策を実施することが可能になる。
平成21年度から平成25年度においても、同法人に本事業を委託し、
地域の産業振興に向け、大きく貢献するなど、能力や実績についても
確認している。
このことから、公益財団法人高知県産業振興センターは本事業を遂
行できる唯一の法人であることから、同法人に随意契約により委託す
るものとする。

35 （公財）高知県産業振興センター

38

うちH25年度

契約期間

15,517,302

15,517,302 H25.4.1

1,596,000

1,596,000 H25.4.1

～ H26.3.31

32,500,000

10,763,477 H24.4.1

～ H27.3.31

－6－

○

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

No.

団体名

41 （公財）高知県山村林業振興基金

42 （公財）高知県山村林業振興基金

業

務

名

平成25年度新規就業者職業紹介ア
ドバイザー委託業務

平成25年度労働環境改善計画事前
審査委託業務

契約金額（円）

4,187,519

2,700,000

うちH25年度

契約期間

4,187,519 H25.4.1

～ H26.3.31

2,700,000 H25.4.10 ～ H26.3.26

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

44 （公財）高知県牧野記念財団

45 （公財）高知県牧野記念財団

平成25年度高知県県営林造林事業
委託

高知県牧野植物園の管理運営（指
定管理者制度）

希少野生植物食害防止対策（調査）
委託業務

32,788,394

1,600,246,000

2,568,300

32,788,394 H25.4.11

325,883,345 H23.4.1

2,568,300 H25.5.1

～ H26.3.31

～ H28.3.31

～ H26.3.20

－7－

県の担当課

○

当団体は、①厚生労働大臣から「無料職業紹介事業」の許可を受け
ている②事業実施に必要な指導者がいる③労働法第11条により林業
労働力確保支援センターとして県から指定されている④林業に関する 森づくり推進課
専門的知識を有し、林業事業体の現状を把握している、ことから効果
的に就業促進に結びつく活動を実施できる者は当団体以外にない。

○

当団体は、①労働環境改善計画の内容や関連する法令等を理解し
ている②林業に関する専門的知識を持ち、林業事業体の現状を把握
している③林業労働力確保支援センターの指定を受けているのは当 森づくり推進課
団体のみ、であることから効果的かつ精度の高い事前審査を実施でき
る者は当団体以外にない。

○

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情について仔細に把握していること 森づくり推進課
から、本業務の委託先は、森林整備公社以外にない。

○

高知県立牧野植物園の指定管理者選定にあたり、当該指定管理者
には、植物に関する専門知識、栽培管理能力、団体としての資金、組
織力等が求められ、これら条件を満たす候補者は（公財）牧野記念財
団以外に、県内に存在しない。また、「高知県立牧野植物園指定管理
環境共生課
者審査委員会」において、「当該候補者から提出された事業計画書等
は、県が示した管理運営の方針及び要求水準に沿い、平成23年度か
ら5年間の指定管理者にふさわしいものであると考えられる。」とされた
ため。

○

・本業務は、ニホンジカの食害から高知県に生息・生育する希少野生
植物を守るための保護対策を講じるものであり、植物に関して専門的
知識を有していることが不可欠であることから、契約事務の適正化要
綱第３の１の（２）セ（学術調査研究）に該当する。
・本業務は、ニホンジカによる食害の被害が顕著である、高知県中部
地域の森林において現地調査を行い収集した希少野生植物の生育及
び生育場所等のデータを基に、防護柵の設置箇所の選定及び設置等
の保護対策を講じるもので、希少野生植物の生育・生息場所等の分布
状況に詳しく、専門知識があり、より精度の高い分析・評価・整理ので
きる体制が必要となる。
環境共生課
・公益財団法人高知県牧野記念財団は、牧野富太郎博士の業績を顕
彰することを柱に、高知県を中心とする野生植物の調査・研究と保全、
環境保全の普及啓発活動の拠点として設立された法人である。また、
県立牧野植物園は、「高知県レッドデータリスト」、「高知県レッドデータ
ブック」作成にたずさわり、作成の基礎となったデータの多くは牧野植
物園でこれまで蓄積・整理されたデータを活用して完成した実績もある
など、当該業務の施行条件を満たしており、また県内の希少植物の詳
細かつ豊富なデータを有している県立牧野植物園を運営する同財団
以外に条件を満たすことのできる団体が、県内に存在しないことから、
同財団を選定するものである。

150,000円/件

43 （社）高知県森林整備公社

随意契約の理由

No.

団体名

業

務

名

契約金額（円）

うちH25年度

契約期間

46 （公財）高知県牧野記念財団

奥田川広域河川改修貴重植物保全
委託業務

47 （公社）高知県建設技術公社

平成25年度高知県土木部新規採用
職員長期研修委託業務

1,669,500

1,669,500 H25.4.24

～ H25.6.28

48 （公社）高知県建設技術公社

平成25年度土木部技術職員基礎研
修委託業務

987,000

987,000 H25.6.18

～ H25.8.30

49 （公社）高知県建設技術公社

平成25年度高知県建設業事業継続
計画認定委託業務

50 （公社）高知県建設技術公社

51 （公社）高知県建設技術公社

平成25年度土木積算基準改定作業
委託業務

CAD操作職員研修委託業務

515,550

1,085,700

5,985,000

1,488,900

515,550 H25.3.25 ～

H26.3.25

1,085,700 H25.6.10 ～ H26.3.31

5,985,000 H25.4.1

1,488,900 H25.5.7

～ H26.3.31

～ H26.2.28

－8－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

◯

本業務は、奥田川において確認された絶滅危惧植物、とりわけ希少
性の高い「ベニオグラコウホネ」についての工事施工期間中における
絶滅の回避および保護に関する業務であり、当該植物に関する知識・
経験を有している者でなければ業務を遂行することができない。また、 中央西土木事
本業務の遂行にあたっては、本県が当該植物を管理するために設置 務所
した設備で継続して保護する必要がある。
上記のことから、公益財団法人高知県牧野記念財団以外に契約の
相手方となりうる者がいない。

○

平成25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
土木企画課
のであるが、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。

○

高知県の土木積算システムに基づく研修課目を予定しており、研修
を行える事業者は、県と同一システムを保有し、同システムに精通した 土木企画課
高知県建設技術公社しかいないため。

○

高知県防災エキスパートの事務局を行うなど、南海地震対策をはじ
めとした災害対応の専門知識を備えており、また、建設会社の人員及
土木企画課
び資機材の保有状況や調達先などの秘匿情報をもとに審査に係る基
礎資料の作成を中立かつ公平な立場で行える唯一の者であるため。

○

県及び市町村が実施する公共事業では、工事費等の積算業務に土
木積算システムを活用しており、土木積算システムの運用管理におい
て、積算基準や労務資材単価等のシステム基礎情報については、国
から提供される積算基準や県が調査した単価情報等を基礎として調製
し、最新情報に更新する必要がある。
このシステム基礎情報について、県及び市町村の業務に支障を来さ 建設管理課
ないよう短期間かつ確実に更新するためには、土木積算システムの詳
細構成をはじめ、予定価格の基礎となる官積算の概念や、積算基準
の変遷に基づいた県独自の運用方針等を熟知しているものが実施す
る必要があることから、委託先として唯一これらの条件をすべて備えた
高知県建設技術公社と随意契約する。

○

本業務は、公共事業の執行において必要となる設計図面をＣＡＤソフ
トで作成するための研修であり、工事発注時に使用する２次元図面
や、事業の住民説明時に使用する３次元地面等の公共事業の執行に
おける各段階で必要となる図面の作成方法について研修する必要が
建設管理課
ある。
このため、契約の相手方として、計画から維持管理までの公共事業
執行全般に関して熟知し、県や市町村の発注者支援業務を実施して
いる公益社団法人高知県建設技術公社以外にない。

No.

団体名

業

務

名

契約金額（円）

うちH25年度

契約期間

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

52 （公社）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

2,541,000

2,541,000 H25.4.1

～ H26.3.31

○

53 （公社）高知県建設技術公社

道路台帳管理委託業務

3,024,000

3,024,000 H25.7.5

～ H26.3.25

○

54 （公社）高知県建設技術公社

55 （公社）高知県建設技術公社

56 （公社）高知県建設技術公社

池谷川他１災害関連緊急砂防工事
積算施工管理委託業務

池谷川特定緊急砂防工事積算施工
管理委託業務

和田（寺谷川）特定緊急砂防工事積
算施工管理委託業務

7,293,300

2,564,100

4,259,850

7,293,300 H24.4.27 ～ H25.11.30

2,564,100 H25.1.31 ～ H26.1.26

4,259,850 H25.3.28 ～ H26.3.28

－9－

随意契約の理由

県の担当課

本業務は、公共事業を執行するうえで必要となる電子納品や、ＣＡＤ
操作等の情報技術に関して、高知県職員からの問い合わせに対応す
るヘルプデスク業務を実施するものである。
この業務を実施するためには、公共事業の執行過程で必要となる情
報技術に関する知識や、運用方法等について熟知している必要があ
建設管理課
る。
このため、契約の相手方としては、公共事業の情報技術に関するヘ
ルプデスクの実績があり、県及び市町村から工事監督及び工事検査と
いった発注者支援業務を受託した実績がある（公社）高知県建設技術
公社以外にない。
道路台帳は膨大な数値データと図面から成り立っており、その補正
業務に際しては、道路台帳補正基準に合致した正確なデータ作成が
必要となる。
高知県の道路台帳補正業務は、平成14年度より、全て民間コンサル
タントへの委託により実施されているが、補正業務に際しては、道路台
帳作成要領に基づく詳細な知識や技術が必要である。このため、民間
コンサルタントが要領どおり細部にわたり正確に行うためには、道路台 道路課
帳補正に係る技術的指導を行う機関が必要である。
公益社団法人高知県建設技術公社は、昭和53年の台帳整備開始当
時から、経年的に補正業務を受託しており、その補正作業要領を熟知
している。また、平成13年度に構築された道路台帳管理システムにも
精通していることから、本業務を遂行できるのは同公社以外にない。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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積算システムを保有してい 安芸土木事務
ないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高知 所
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
ないため、競争入札に適さず、随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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積算システムを保有していない 安芸土木事務
ため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高知県や 所
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
ため競争入札に適さず、随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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積算システムを保有していない 安芸土木事務
ため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高知県や 所
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
ため競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

No.

団体名

57 （公社）高知県建設技術公社

58 （公社）高知県建設技術公社

59 （公社）高知県建設技術公社

60 （公社）高知県建設技術公社

61 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

国道493号道路災害復旧設計監督
委託業務

安芸漁港水産生産基盤整備技術審
査委託業務

国道493号社会資本整備総合交付
金積算施工管理委託業務

和田（寺谷川）特定緊急砂防工事積
算施工管理委託業務

池谷川特定緊急砂防工事積算施工
管理委託業務

契約金額（円）

3,975,300

284,550

3,395,700

2,061,150

1,961,400

うちH25年度

契約期間

3,975,300 H25.5.22 ～ H26.3.24

284,550 H25.6.28 ～ H25.9.25

3,395,700 H25.7.5

2,061,150 H25.8.7

1,961,400 H25.8.7

～ H26.3.25

～ H26.3.30

～ H26.3.30

－10－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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積算システムを保有していない 安芸土木事務
ため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高知県や 所
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
ため競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

Ｈ２４漁生産第２－５号安芸漁港水産生産基盤整備工事の発注にお
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となり得ず、競争入札に適さない
ため随意契約とする。。
安芸土木事務
（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
所
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
札参加社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はな
い。

○

高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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積算システムを保有していない 安芸土木事務
ため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高知県や 所
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
ため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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積算システムを保有していない 安芸土木事務
ため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高知県や 所
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
ため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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積算システムを保有していない 安芸土木事務
ため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高知県や 所
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
ため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

No.

団体名

62 （公社）高知県建設技術公社

63 （公社）高知県建設技術公社

64 （公社）高知県建設技術公社

65 （公社）高知県建設技術公社

66 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

国道４９３号社会資本整備総合交付
金積算施工管理委託業務

県道高知空港インター線社会資本
整備総合交付金積算施工管理委託
業務

国道439号社会資本整備総合交付
金積算・施工管理委託業務

県道高知空港インター線社会資本
整備総合交付金
積算施工管理委託業務

国道195号防災・安全交付金積算施
工管理委託業務

契約金額（円）

1,900,800

5,923,050

8,352,750

6,490,050

3,127,950

うちH25年度

契約期間

0 H26.3.20 ～ H26.9.30

5,923,050 H24.6.11 ～ H25.12.25

8,352,750 H24.7.31 ～ H25.7.31

6,490,050 H25.4.2

3,127,950 H25.4.2

～ H26.3.25

～ H26.3.7

－11－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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積算システムを保有していない 安芸土木事務
ため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高知県や 所
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
ため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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 中央東土木事
していないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、 務所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

(公社)高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である 「建設 ・建築事業に関する発注者支援の業務 を推進するた
め、高知県と同ー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、高知県と同ーの土木積算システムを
中央東土木事
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、同公
務所
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ため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行
うものである 。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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、同公社は、 中央東土木事
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 務所
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、本業務は競争入札に適さず、同公社と随意契約を
行うもの。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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 中央東土木事
していないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、 務所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

No.

団体名

67 （公社）高知県建設技術公社

68 （公社）高知県建設技術公社

69 （公社）高知県建設技術公社

70 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

国道439号社会資本整備総合交付
金下部工積算照査・技術審査補助
委託業務

国道195号防災・安全交付金積算施
工管理委託業務

下田川（排水機場）住宅宅地基盤特
定治水施設等整備設計書作成委託
業務

国道439号防災・安全交付金積算･
施工管理委託業務

契約金額（円）

1,283,100

2,467,500

1,774,500

3,025,050

うちH25年度

契約期間

1,283,100 H25.4.24 ～ H25.9.30

2,467,500 H25.5.24 ～ H26.3.28

1,774,500 H25.6.14 ～ H25.8.12

3,025,050 H25.7.31 ～ H26.3.3

－12－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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
には適さない。
また、実施設計書照査後、国道４３９号防災・安全交付金大平橋下部 中央東土木事
工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 務所
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
務が必要となり、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が必要なことや業務上、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ことから、競争入札に適さない。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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 中央東土木事
していないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、 務所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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 中央東土木事
していないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、 務所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

公益社団法人高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業
のひとつである「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進
するため、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 中央東土木事
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 務所
実績を有していないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行
うもの。

No.

団体名

71 （公社）高知県建設技術公社

72 （公社）高知県建設技術公社

73 （公社）高知県建設技術公社

74 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

国道439号防災・安全交付金上部工
積算照査･技術審査補助委託業務

県道坂瀬吉野線道路改良積算委託
業務

県道坂瀬吉野線道路災害測量設計
委託業務

県道高知空港インター線社会資本
整備総合交付金技術審査補助積算
委託業務

契約金額（円）

688,800

149,100

319,200

1,116,150

うちH25年度

契約期間

688,800 H25.8.14 ～ H26.1.30

149,100 H25.10.16 ～ H25.12.24

319,200 H25.10.18 ～ H25.12.24

1,116,150 H25.11.20 ～ H26.3.25

－13－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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
には適さない。
また、実施設計書照査後、国道４３９号防災・安全交付金大平橋上部
工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 中央東土木事
務が必要となり、次の要件を満たすものでなければ契約の相手方とな 務所
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、社団法人高知県建設技術公社と随意契約する。

○

(公社)高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である 「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するた
め、高知県と同一の積算システムを保有しており、設計書の作業業務 中央東土木事
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 務所
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。

○

(公社)高知県建設妓術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
高知県と同ーの積算システムを保有しており、設計書の作業業務を熟
中央東土木事
知している。災害査定申請設計書を短時間で作成する必要があるた
務所
め、同公社以外は、高知県と同ー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。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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。
中央東土木事
また、技術審査補助業務は、総合評価方式による発注業務につい
務所
て、十分な知識を有している必要があり、さらには、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は適当でない。
以上のことから、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

No.

団体名

75 （公社）高知県建設技術公社

76 （公社）高知県建設技術公社

77 （公社）高知県建設技術公社

78 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

国道195号防災・安全交付金技術審
査補助積算委託業務

国道195号防災・安全交付金積算施
工管理委託業務

県道高知空港インター線社会資本
整備総合交付金積算施工管理委託
業務

県道桂浜はりまや線地域自主戦略
交付金工事積算施工管理委託業務

契約金額（円）

850,500

1,692,360

2,718,360

4,119,150

うちH25年度

契約期間

850,500 H25.11.22 ～ H26.3.25

0 H26.2.18 ～ H26.9.30

0 H26.2.20 ～ H26.11.30

4,119,150 H24.6.13 ～ H25.10.15

－14－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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。
中央東土木事
また、技術審査補助業務は、総合評価方式による発注業務につい
務所
て、十分な知識を有している必要があり、さらには、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は適当でない。
以上のことから、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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
中央東土木事
していないため、設計書を作成する業務はできない。
務所
また、同公社は、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、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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
中央東土木事
していないため、設計書を作成する業務はできない。
務所
また、同公社は、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、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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
高知土木事務
ていないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高
所
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、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

No.

団体名

79 （公社）高知県建設技術公社

80 （公社）高知県建設技術公社

81 （公社）高知県建設技術公社

82 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

鏡川他地震高潮対策積算等委託業
務

県道春野赤岡線（浦戸大橋）地域自
主戦略交付金積算及び技術審査補
助委託業務

県道春野赤岡線(浦戸大橋2・3工
区）防災・安全交付金橋梁耐震補強
工事積算・施工管理委託業務

鏡川外地震高潮対策積算等委託業
務

契約金額（円）

12,070,800

5,463,150

5,843,250

4,683,000

うちH25年度

契約期間

12,070,800 H24.7.20 ～ H25.9.30

5,463,150 H24.10.4 ～ H25.7.31

5,843,250 H25.4.30 ～ H26.3.31

4,683,000 H25.6.5

～ H26.3.30

－15－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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 高知土木事務
ていないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高 所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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
には適さない。
また、本業務は上記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
高知土木事務
する技術審査補助業務も目的としており、次の要件を満たすものでな
所
ければ契約の相手方となり得ず、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を多数入手すること
となり、入札参加者の個人情報を多数入手することとなり、入札参加す
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は適当でな
い。
以上の理由により、随意契約する。

○

公益社団法人高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業
のひとつである「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進
するため、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
高知土木事務
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、
所
同公社は、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ため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行
うもの。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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 高知土木事務
ていないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高 所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

No.

団体名

83 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

鏡川外地震高潮対策積算委託業務

84 （公社）高知県建設技術公社

県道春野赤岡線（浦戸大橋1-1工
区・1-2工区）防災・安全交付金技術
審査補助委託業務

85 （公社）高知県建設技術公社

県道春野赤岡線（浦戸大橋1-1工
区・1-2工区）防災・安全交付金橋梁
耐震補強工事施工管理委託業務

86 （公社）高知県建設技術公社

87 （公社）高知県建設技術公社

88 （公社）高知県建設技術公社

鏡川外地震高潮対策積算等委託業
務

国道４９４号防災・安全交付金トンネ
ル積算・施工管理委託業務

県道中土佐佐賀線(馬鞍トンネル）
道路改良積算委託業務

契約金額（円）

1,904,700

612,150

1,543,620

10,573,200

2,638,650

1,974,000

うちH25年度

契約期間

1,904,700 H25.6.20 ～ H26.2.13

612,150 H25.7.3

～ H25.8.31

0 H25.12.27 ～ H26.5.31

0 H26.2.25 ～ H26.12.31

2,638,650 H25.3.27 ～ H26.3.25

1,974,000 H25.4.17 ～ H25.10.17

－16－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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 高知土木事務
ていないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高 所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

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
査補助業務も目的としており、次の要件を満たすものでなければ契約
の相手方となり得ず、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 高知土木事務
ていること。
所
（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、社団法人高知県建設技術公社と随意契約する。

○

公益社団法人高知県建設技術公社は、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 高知土木事務
る。同公社以外は、監督業務の実績を有していないため、競争入札に 所
適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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 高知土木事務
ていないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高 所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

同公社は定款に記載されている事業のひとつである「建設・建築事
業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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
須崎土木事務
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
所
書を作成する業務はできない。また、同公社は、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。

○

同公社は定款に記載されている事業のひとつである「建設・建築事
業に関する発注者支援の業務」を推進するため、高知県と同一の積算
須崎土木事務
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
所
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、競争
入札には適さない。

No.

団体名

89 （公社）高知県建設技術公社

90 （公社）高知県建設技術公社

91 （公社）高知県建設技術公社

92 （公社）高知県建設技術公社

93 （公社）高知県建設技術公社

94 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

国道494号防災・安全交付金技術審
査補助委託業務

県道興津窪川線道路改良発注図書
作成支援委託業務

二級河川新荘川一支依包川河川災
害測量設計積算委託業務

県道中土佐佐賀線防災・安全交付
金(馬鞍トンネル）技術審査補助委
託業務

県道興津窪川線道路改良発注図書
作成支援委託業務

県道中土佐佐賀線防災・安全交付
金(馬鞍トンネル）変更積算・施工管
理委託業務

契約金額（円）

322,350

420,000

1,081,500

320,250

451,500

5,925,420

うちH25年度

契約期間

322,350 H25.6.25 ～ H25.9.22

420,000 H25.7.6

～ H25.9.3

1,081,500 H25.9.26 ～ H25.12.24

320,250 H25.10.18 ～ H26.1.5

451,500 H25.11.2 ～ H25.12.31

0 H25.12.13 ～ H26.12.26

－17－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

本業務は、工事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となりえず、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 須崎土木事務
ていること。
所
（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
が想定されている一般の建設業者、建設コンサルタントでは適当では
ない。

○

同公社は定款に記載されている事業のひとつである「建設・建築事
業に関する発注者支援の業務」を推進するため、高知県と同一の積算
須崎土木事務
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
所
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、競争
入札には適さない。

○

同公社は定款に記載されている事業のひとつである「建設・建築事
業に関する発注者支援の業務」を推進するため、高知県と同一の積算
須崎土木事務
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
所
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。

○

本業務は、工事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となりえず、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 須崎土木事務
ていること。
所
（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
が想定されている一般の建設業者、建設コンサルタントでは適当では
ない。

○

同公社は定款に記載されている事業のひとつである「建設・建築事
業に関する発注者支援の業務」を推進するため、高知県と同一の積算
須崎土木事務
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
所
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、競争
入札には適さない。

○

同公社は定款に記載されている事業のひとつである「建設・建築事
業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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
須崎土木事務
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
所
書を作成する業務はできない。また、同公社は、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。

No.

団体名

95 （公社）高知県建設技術公社

96 （公社）高知県建設技術公社

97 （公社）高知県建設技術公社

98 （公社）高知県建設技術公社

99 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

国道494号防災・安全交付金（王子
トンネル）積算・施工管理委託業務

国道439号社会資本整備総合交付
金積算・管理委託業務

国道439号地域の安全安心推進工
事積算及び施工管理委託業務

国道194号防災･安全交付金工事積
算及び施工管理委託業務

国道194号防災・安全交付金工事積
算及び施工管理委託業務

契約金額（円）

4,179,600

2,975,700

2,310,000

3,875,550

2,760,450

うちH25年度

契約期間

0 H26.3.26 ～ H26.11.30

2,975,700 H24.10.23 ～ H25.6.30

2,310,000 H25.5.11 ～ H25.10.31

3,875,550 H25.6.6

～ H26.3.17

2,760,450 H25.7.12 ～ H26.3.25

－18－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

同公社は定款に記載されている事業のひとつである「建設・建築事
業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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
須崎土木事務
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
所
書を作成する業務はできない。また、同公社は、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。

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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 中央西土木事
いないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高 務所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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 中央西土木事
いないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高 務所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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 中央西土木事
いないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高 務所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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 中央西土木事
いないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高 務所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

No.

団体名

100 （公社）高知県建設技術公社

101 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

国道439号地域の安全安心推進工
事積算及び施工管理委託業務

県道新居中島線橋梁上部工積算及
び施工管理委託業務

102 （公社）高知県建設技術公社

国道４４１号積算補助委託業務

103 （公社）高知県建設技術公社

岩田川外管内河川現場補助委託業
務

104 （公社）高知県建設技術公社

105 （公社）高知県建設技術公社

県道住次郎佐賀線道路改良工事発
注者支援委託業務

国道321号積算補助委託業務

契約金額（円）

3,323,250

1,745,100

924,000

132,300

2,382,450

703,500

うちH25年度

契約期間

3,323,250 H25.9.3

1,745,100 H25.9.6

～ H26.3.25

～ H26.3.25

924,000 H25.5.28 ～ H25.8.25

132,300 H25.6.14 ～ H25.11.30

2,382,450 H25.7.12 ～ H26.3.25

703,500 H25.7.31 ～ H25.10.28

－19－

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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 中央西土木事
いないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高 務所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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 中央西土木事
いないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、高 務所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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 幡多土木事務
ている。同公社以外は、高知県と同一の積算システムを保有していな 所
いため、設計書を作成する業務はできないため、本業務は競争入札に
適さず、随意契約を行うもの。

○

出水期を迎え河川内の掘削をし、断面の確保が必要な箇所が管内
河川で多数あり、早急に実施設計を作成し、工事を発注する必要があ 幡多土木事務
るため、測量補助業務に早急に対応でき、経験豊富である高知県建設 所
技術公社と随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、高知
県と同一の土木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 幡多土木事務
していないため、設計書を作成する業務はできない。また、同公社は、 所
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
ていないため、競争入札に適さず、同公社と随意契約を行うもの。

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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 幡多土木事務
ている。同公社以外は、高知県と同一の積算システムを保有していな 所
いため、設計書を作成する業務はできないため、競争入札に適さず、
随意契約を行うもの。

No.

団体名

業

務

名

契約金額（円）

うちH25年度

契約期間

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

106 （公社）高知県建設技術公社

国道441号他 積算施工管理支援委
託業務

3,196,200

3,196,200 H25.9.13 ～ H26.3.10

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている業務の一つである「建
設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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、高知県と同一の積算システムを保有していないため、 幡多土木事務
設計書を作成する業務はできない。また、同公社は県や市町村が発注 所
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ため、競争入札に
適さず、随意契約を行うもの。

107 （公社）高知県建設技術公社

津蔵淵川外１０河川河川災害測量
設計委託業務（緊急委託業務）

4,168,500

4,168,500 H25.11.5 ～ H26.1.23

○

本委託業務は、平成２５年１０月２３日～２５日に来襲した台風２７号
幡多土木事務
により被災した河川の測量を行うものである。災害復旧事業の査定が
所
１２月末に予定されており早急に設計積算を行う必要があるため。

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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 幡多土木事務
ている。上記法人以外は、高知県と同一の積算システムを保有してい 所
ないため、設計書を作成する業務はできないため、競争入札に適さ
ず、随意契約を行うもの。

619,500 H26.1.31 ～ H26.2.28

○

高知県建設技術公社は定款に記載されている事業のひとつである
「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、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 幡多土木事務
ている。上記法人以外は、高知県と同一の積算システムを保有してい 所
ないため、設計書を作成する業務はできないため、競争入札に適さ
ず、随意契約を行うもの。

3,948,000 H25.9.12 ～ H25.11.30

○

台風１７号による災害により２ヶ月以内に国土交通省、財務省の査定
幡多土木事務
を受検する必要があるので早急に測量・設計を行い査定設計書を作
所宿毛事務所
成しなければいけないため。

108 （公社）高知県建設技術公社

県道中村下田ノ口線道路改良工事
発注図書作成支援委託業務

787,500

109 （公社）高知県建設技術公社

県道秋丸佐賀線道路改良工事発注
図書作成支援委託業務

619,500

110 （公社）高知県建設技術公社

戸内川外13河川災害復旧事業測量
設計委託業務（緊急委託業務）

3,948,000

787,500 H25.12.19 ～ H26.1.31

535,500

535,500 H25.10.31 ～ H26.1.18

○

平成２５年１０月２３日～２５日にかけての台風２７号による出水で篠
川左岸の護岸が、被災した。当護岸を災害復旧事業により復旧するた
幡多土木事務
めには、災害査定を受ける必要があるが、被災から災害査定まで約２
所宿毛事務所
カ月の短い期間に測量・設計・積算を行わなければならないため、（公
社）高知県建設技術公社にその業務を緊急依頼したものである。

航空隊基地整備造成工事積算委託
業務

1,081,500

1,081,500 H25.8.26 ～ H26.3.31

○

当該委託業務は高知県が発注する実施設計書や変更設計書の作
成を委託するもので、建設技術公社は高知県と同一の積算システムを 消防政策課
保有しているため。

航空隊基地嵩上げ造成工事施工監
理及び変更積算委託業務

2,397,600

○

当該委託業務は高知県が発注する実施設計書や変更設計書の作
成を委託するもので、建設技術公社は高知県と同一の積算システムを 消防政策課
保有しているため。

111 （公社）高知県建設技術公社

篠川河川改修測量設計委託業務
（緊急委託業務）

112 （公社）高知県建設技術公社

113 （公社）高知県建設技術公社

0 H26.3.31 ～ H26.11.15
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No.

団体名

114 （公社）高知県建設技術公社

115 （公社）高知県建設技術公社

116 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

保健衛生総合庁舎建築技術支援委
託業務

（仮称）高知県子ども総合センター
建築技術支援委託業務

坂本龍馬記念館地質調査技術支援
委託業務

契約金額（円）

541,620

535,500

1,449,000

うちH25年度

契約期間

0 H25.12.11 ～ H26.6.14

535,500 H25.9.13 ～ H26.2.17

1,449,000 H25.4.1

～ H26.2.28

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

測量業務の設計書の作成等を行うものであり、適切な設計、業務指
導、検査態勢の確保が求められるが、当課には専門知識を持った職 健康長寿政策
員が配置されていない。
課
公共事業の積算を行う県内唯一の公的機関であるため。

○

本業務は、高知県が整備する（仮称）高知県子ども総合センターの基
本設計（建築）に必要な測量業務の設計書の作成等を行う業務であ
り、適切な設計、業務指導、検査体制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。
地域福祉部障
（公社）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
害保健福祉課
有し、また、高知県の土木技術職員が派遣され、設計書の作成業務を
熟知している。現状では、民間企業が公共工事（土木）の積算を行って
おらず、公共事業を行う唯一の公益機関であるため、随意契約を行う
もの。

○

高知県が行う坂本龍馬記念館敷地の地質調査を実施するために必
要な調査業務の設計書の作成等を行う業務であり、適切な設計、業務
指導、検査体制の確保が求められている。当該団体は「建設・建築事
文化推進課
業に関する発注者支援の業務」を推進するため、高知県と同一積算シ
ステムを保有し、公共工事（土木）の積算を行う県内唯一の公的機関
であるため。

○

（公社）高知県建設技術公社は、定款に記載されている事業のひとつ
である「建設・建築事業に関する発注者支援の業務」を推進するため、
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
商工政策課
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。

○

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業務であり、特殊な工事内容に精 漁業漁場課
通している必要があり、同様の業務実績のある公的機関であるため。

117 （公社）高知県建設技術公社

中小企業団地内公園測量･設計･積
算委託業務

662,550

118 （公社）高知県建設技術公社

高知西部地区(足摺岬沖13工区）水
産環境整備施工管理委託業務

1,773,450

119 （公社）高知県建設技術公社

高知県水産試験場取水施設改修工
事施工管理委託業務

681,450

681,450 H25.9.28 ～ H26.3.26

○

当公社は地方自治体の建設行政の補完・支援団体として設立された
機関である。当工事の施工管理を県技術職員に代わり実施するため
水産試験場
に、専門的な行政判断のできる、実績を積み重ねた本県唯一の公的
機関であるため。

120 （公社）高知県建設技術公社

高知東部地区（室戸岬沖10工区）水
産環境整備施工管理委託業務

2,064,300

2,064,300 H24.9.10 ～ H25.5.31

○

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
水産政策課
階確認等を県技術職員に代わり行う業務であり、特殊な工事内容に精
（漁港漁場課）
通している必要があり、同様の業務実績のある公的機関であるため。

662,550 H25.4.11 ～ H25.5.31

0 H25.9.18 ～ H26.8.1
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No.

団体名

121 （公社）高知県建設技術公社

122 （公社）高知県建設技術公社

123 （公社）高知県建設技術公社

124 （公社）高知県建設技術公社

125 （公社）高知県建設技術公社

業

務

名

梼原高校石積擁壁修繕工事測量設
計・積算施工監理委託業務

岡豊高校グラウンド及び山田養護
学校グラウンド改修工事測量設計・
積算施工監理委託業務

佐川高校グラウンド及び丸の内高
校グラウンド改修工事測量設計・積
算施工監理委託業務

安芸桜ヶ丘高校グラウンド及び中芸
高校グラウンド改修工事測量設計･
積算施工監理委託業務

須崎工業高等学校災害測量設計積
算委託業務（緊急委託業務）

契約金額（円）

1,601,250

7,959,000

5,805,450

9,681,000

640,500

うちH25年度

契約期間

1,601,250 H25.8.2

0 H25.8.2

～ H26.2.28

～ H27.2.20

5,805,450 H25.8.15 ～ H26.3.31

0 H25.8.15 ～ H27.2.20

640,500 H25.11.27 ～ H26.2.4

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

○

本業務には、高知県立梼原高校で施工される石積擁壁修繕工事の
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
教育委員会学
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はない。
校安全対策課
また、当課には専任の土木技術職員が配置されておらず、土木工事
について積算・施工監理業務を行える職員がいないため。

○

本業務には、高知県立岡豊高校及び山田養護学校で施工されるグ
ラウンド整備工事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 教育委員会学
とは適当ではない。
校安全対策課
また、当課には専任の土木技術職員が配置されておらず、土木工事
について積算・施工監理業務を行える職員がいないため。

○

本業務には、高知県立佐川高校及び丸の内高校で施工されるグラウ
ンド整備工事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 教育委員会学
適当ではない。
校安全対策課
また、当課には専任の土木技術職員が配置されておらず、土木工事
について積算・施工監理業務を行える職員がいないため。

○

本業務には、高知県立安芸桜ヶ丘高校及び中芸高校で施工される
グラウンド整備工事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 教育委員会学
ことは適当ではない。
校安全対策課
また、当課には専任の土木技術職員が配置されておらず、土木工事
について積算・施工監理業務を行える職員がいないため。

○

本業務には、高知県立須崎工業高校で施工される災害復旧工事の
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
教育委員会学
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はない。
校安全対策課
また、当課には専任の土木技術職員が配置されておらず、土木工事
について積算・施工監理業務を行える職員がいないため。

126 （公社）高知県建設技術公社

高知農業高校グラウンド整備測量
設計・積算施工監理委託業務

8,661,600

0 H26.1.24 ～ H27.3.19

○

本業務には、高知県立高知農業高校で施工されるグラウンド整備工
事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はな 教育委員会学
い。
校安全対策課
また、当課には専任の土木技術職員が配置されておらず、土木工事
について積算・施工監理業務を行える職員がいないため。

127 （公社）高知県建設技術公社

史跡高知城跡追手門東北矢狭間塀
石垣改修工事積算施工管理委託業
務

1,861,650

0 H25.10.1 ～ H26.5.31

○

土木工事に関する積算・施工管理業務を専門的に行っている団体
教育委員会文
で、技術支援能力があること。高知県が出資している団体であることか
化財課
ら、契約事務の適正化要綱第３の１（２）セに該当する。

－22－

No.

団体名

業

務

名

契約金額（円）

うちH25年度

契約期間

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

128 （公社）高知県建設技術公社

史跡高知城跡追手門東北矢狭間塀
石垣改修工事積算施工管理委託業
務

1,603,350

1,603,350 H24.5.18 ～ H25.11.30

○

土木工事に関する積算・施工管理業務を専門的に行っている団体
教育委員会文
で、技術支援能力があること。高知県が出資している団体であることか
化財課
ら、契約事務の適正化要綱第３の１（２）セに該当する。

129 （公社）高知県建設技術公社

鉄門枡形応急対策工事積算施工管
理委託業務

1,072,050

1,072,050 H24.12.10 ～ H25.9.30

○

土木工事に関する積算・施工管理業務を専門的に行っている団体
教育委員会文
で、技術支援能力があること。高知県が出資している団体であることか
化財課
ら、契約事務の適正化要綱第３の１（２）セに該当する。

～ H26.7.31

○

本業務は、電線共同溝移設工事の積算業務を含んでおり、一般の建
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 教育委員会新
を行うことのできる職員がいない。
図書館整備課
これらのことから、高知県内で積算業務を行うことのできる唯一の公
的機関である公益社団法人高知県建設技術公社と随意契約を行う。

130 （公社）高知県建設技術公社

電線共同溝移設工事発注者支援委
託業務

924,000

131 （公社）高知県建設技術公社

新南国警察署（仮称）庁舎新築に伴
う敷地造成工事積算・施工管理委
託業務

4,228,350

4,228,350 H25.6.19 ～ H26.3.28

○

民間業者は、公共事業の土木工事の積算を行っておらず、（公社）高
警察本部装備
知県建設技術公社が県内唯一の公共工事の積算を行う機関であるた
施設課
め。

132 （公社）高知県建設技術公社

(仮称）高知東警察署進入路・駐車
場整備測量・設計・積算施工管理委
託業務

2,574,600

2,574,600 H25.6.19 ～ H26.3.25

○

民間業者は、公共事業の土木工事の積算を行っておらず、（公社）高
警察本部装備
知県建設技術公社が県内唯一の公共工事の積算を行う機関であるた
施設課
め。

133 高知県土地開発公社

県道大久保伊尾木線社会資本整備
総合交付金工事

42,826,370

30,169,262 H25.8.28 ～ H27.3.31

○

当該事業の委託業務は、用地取得及び補償業務であるため、高知
県が公共用地の取得を目的として設立した高知県土地開発公社に委 用地対策課
託するものである。

134 高知県土地開発公社

都市計画道路安芸中央インター線
防災・安全社会資本整備交付金工
事

79,667,864

54,326,107 H25.8.28 ～ H27.3.31

○

当該事業の委託業務は、用地取得及び補償業務であるため、高知
県が公共用地の取得を目的として設立した高知県土地開発公社に委 用地対策課
託するものである。

135 高知県土地開発公社

都市計画道路朝倉駅針木線地方特
定道路整備事業

106,474,520

103,541,531 H25.6.18 ～ H27.3.31

○

当該事業の委託業務は、用地取得及び補償業務であるため、高知
県が公共用地の取得を目的として設立した高知県土地開発公社に委 用地対策課
託するものである。

136 高知県土地開発公社

都市計画道路朝倉駅針木線地方特
定道路整備事業

31,234,004

31,234,004 H25.4.1

～ H26.3.31

○

当該事業の委託業務は、用地取得及び補償業務であるため、高知
県が公共用地の取得を目的として設立した高知県土地開発公社に委 用地対策課
託するものである。

137 高知県土地開発公社

県道大久保伊尾木線道路改良工事

40,136,832

27,715,992 H25.11.1 ～ H27.3.31

○

当該事業の委託業務は、用地取得及び補償業務であるため、高知
県が公共用地の取得を目的として設立した高知県土地開発公社に委 用地対策課
託するものである。

1,659,765,000

336,252,000 H21.4.1

～ H26.3.31

○

10,158,000

9,628,000 H25.3.1

～ H26.2.28

○

138

（公財）高知県のいち動物公園協
会

高知県立のいち動物公園指定管理

139

（公財）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）利用促進委託事業

0 H25.4.5
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専門性を有する業務特性により、他に運営できる団体がいない。

公園下水道課

指定管理者が所有する企画書、写真、動画及びイラスト等の利用、
飼育担当者との調整、各種イベントなどを指定管理業務と一体的に実 公園下水道課
施できる。

No.

団体名

業

務

名

契約金額（円）

うちH25年度

契約期間

随意契約の方法
単独随契 競争見積 公募プロポ

随意契約の理由

県の担当課

140 高知県住宅供給公社

県営住宅管理代行等業務

341,197,382

341,197,382 H25.4.1

～ H26.3.31

○

公営住宅法により、管理代行が行えるのは地方住宅供給公社と市町
村のみであり、県内に点在する住宅を一括管理できるのは住宅供給 住宅課
公社のみであるため。

141 高知県住宅供給公社

県職員住宅管理委託業務

32,614,466

32,614,466 H25.4.1

～ H26.3.31

○

公社は県営住宅の管理を受託していることから住宅管理に関するノ
職員厚生課
ウハウを有しており、県内に同公社と同様の法人が存在しないため。

142 高知県住宅供給公社

教職員宿舎管理委託業務

27,802,211

27,802,211 H25.4.1

～ H26.3.31

○

公社は県営住宅の管理を受託していることから住宅管理に関するノ 教育委員会
ウハウを有しており、県内に同公社と同様の法人が存在しないため。 教職員・福利課

143 （公財）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

198,203,000 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

144 （公財）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）

248,460,000

90,500,000 H24.4.1

～ H27.3.31

○

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。

教育委員会
スポーツ健康教
育課

145 （公財）高知県スポーツ振興財団

県立弓道場の管理運営業務（指定
管理者制度）

146 （公財）暴力追放高知県民センター 不当要求防止責任者講習事業

147 （公財）暴力追放高知県民センター 暴力団排除運動支援事業

36,094,000

1,038,000

2,972,000

15,163,009 H25.7.1

1,038,000 H25.4.1

2,972,000 H25.4.1

～ H27.3.31

～ H26.3.31

～ H26.3.31

－24－

○

大会等による専用利用について既存の弓道場（武道館分館）と合わ
せて調整する必要があるため、両弓道場を一体的に管理することが望
ましい。両弓道場合わせての大会等の利用調整により、高校生の部活 教育委員会
動や一般の利用者の利便性が図られ、弓道場の有効活用につながる スポーツ健康教
とともに、両弓道場を一体的に管理することにより指定管理者職員の 育課
人件費の削減や効率的な管理が期待できることから、武道館分館と同
じ指定管理者を指定。

○

(公財）暴力追放高知県民センターは暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律第32条の３第２項第７号により、公安委員会から 警察本部組織
の委託を受けて、同法第14条第２項の講習業務を行える県内唯一の 犯罪対策課
法人であるため。

○

(公財）暴力追放高知県民センターは、民間の暴力追放組織に対す
る援助等の事業を展開し、更に同センターが中核となって、平成19年
に宿毛地区みかじめ料等縁切り同盟を結成し、以降、中村地区・高知 警察本部組織
地区・建設業・遊技業・不動産業における「縁切り同盟」立ち上げの支 犯罪対策課
援活動を行っており、本事業のノウハウやデータを蓄積している唯一
の団体であるため。

