
2020年度　限度額を超えた随意契約一覧表　　　部局名：教育庁 2021年3月末現在

番号 所管部局 所管課
(地方機関名) 契約日 契約の名称 契約金額(円) 契約の相手先、住所、氏名 随意契約とした理由

(具体的かつ詳細に記載)
地方自治法施行令

適用条項

1
教育庁 体育保健課 2020年

  4月1日
都道府県立学校管理者賠償責任保険

3,013,223
東京都千代田区霞が関３－３
－１
全国都道府県教育委員会連合
会
会長　藤田　裕司

　県立学校の施設整備の不備または管理上の瑕疵によ
る事故、及び教育活動実施中の事故等に対する保険で
、都道府県を被保険者として全国分を一括して締結を
行えるのは全国都道府県教育委員会連合会のみであり
、一括して締結するスケールメリットにより県単独で
の加入より有利な価格で契約することができるため。

第167条の2第1項
第2号

2
教育庁 体育保健課 2020年

  4月1日
令和２年度長崎県競技力向上対策事業委託

128,477,000
長崎市尾上町３－１
長崎県競技力向上対策本部
本部長　池松　誠二

　本委託事業は、各競技団体と密接に連携を取りなが
ら、競技力向上に関する現状や課題・問題点などを検
証し、効率的・効果的な競技力向上のための施策を実
施するものである。
　長崎県競技力向上対策本部は、当時低迷していた本
県競技力について、現状を打開し、競技力の飛躍的向
上を図ることを目的として、平成４年に官民一体とな
り設立された団体であり、本県において当該業務を行
うことができる団体は他にはないため、契約の相手方
が特定される。

第167条の2第1項
第2号

3
教育庁 体育保健課 2020年

  4月7日
県立学校定期健康診断（結核健康診断）

単価契約
別紙のとおり

諫早市多良見町化屋９８６－
３
公益財団法人　長崎県健康事
業団
理事長　森崎正幸

　当契約にかかる健康診断は、学校保健安全法で６月
３０日までに実施することが義務づけられている。
　生徒が医療機関に出向いて受診する方法では、医療
機関への往復に時間を要するなど、学校運営上も支障
をきたすことになるので、巡回検診車による方法が最
も効率的である。
　県下全高等学校及び特別支援学校高等部新入生の定
期健康診断（結核診断）について、県内で限られた期
間内に当該事業を実施できるのは、検診車を多数有す
ることで離島を含む県内各地を学校単位で生徒の巡回
検診を行うことができる、公益財団法人長崎県健康事
業団のみであるため、契約の相手方が特定される。

第167条の2第1項
第2号

4
教育庁 体育保健課 2020年

  4月28日
令和２年度国民体育大会派遣費等支給業務委託

128,691,000
長崎市松山町２－５
公益財団法人　長崎県スポー
ツ協会
理事長　荒木　健治

　（公財）長崎県スポーツ協会は、県や各競技団体と
連携・協力体制が確立されており、平素から連絡調整
等について十分機能している。
　また、国体において選手団の窓口業務を担っており
、出場選手の動向を的確かつ速やかに把握でき、本事
業を執行するうえでも効率的に行えることから、当該
団体を相手方とすることが適当である。

第167条の2第1項
第2号

5
教育庁 体育保健課 2021年

  3月26日
令和３年度馬匹飼育管理業務委託

6,900,000
諫早市小野島町２２３２番地
株式会社県央企画
代表取締約　早田　実

本県が有する競技用馬匹を適正に飼育・管理するため
には、安全性・快適性を備えた厩舎や競技用馬場等の
施設が必要であるが、そのような施設を有するのは、
県内では諫早市馬事公園のみである。また、当該施設
は諫早市の指定管理施設となっており、現在、（株）
県央企画が指定管理者であるため、契約の相手方が特
定される。

第167条の2第1項
第2号

6
教育庁 体育保健課 2021年

  3月26日
令和３年度長崎県艇（ヨット等）管理運営業務
委託 1,980,000

長崎市福田本町１８９２
長崎サンセットマリーナ株式
会社
代表取締役社長　吉井　健

現在、県が所有する艇数を保管できる施設を県内に有
しているのは、長崎サンセットマリーナ株式会社のほ
かにはない。さらに、ジュニア層の育成事業において
、セーリング競技については、サンセットマリーナで
事業を実施し、国体に向けた強化活動の中心となって
いることから、契約の相手方が特定される。

第167条の2第1項
第2号

※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。
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7
教育庁 福利厚生室 2020年

  4月1日
教職員定期健康診断

単価契約
別紙のとおり

諫早市多良見町化屋９８６－
３
公益財団法人長崎県健康事業
団
理事長　森﨑　正幸

　教職員の定期健康診断については、
①県全域に点在する県立学校において、授業等への支
障が最小限となるよう、学校単位で巡回車による職員
健診を行う必要がある。
②検診項目の一つである結核検診は、法定で４～６月
までの受診期限がある生徒と同時に教職員も行う必要
があることから、県全域の学校を限られた期間内で、
また大量の検査が可能となる多数の巡回検診車の保有
が必要である。
③教職員が出張等で当日受診できない場合、別の日程
で近隣の県機関や他の学校等で健診ができる環境が必
要である。
　以上の条件に対応できる機関は、（公財）長崎県健
康事業団のみであることから、同事業団と随意契約を
行うものである。

第167条の2第1項
第2号

8
教育庁 福利厚生室 2020年

  4月3日
教職員元気回復・健康維持増進事業業務委託

27,793,334
長崎市尾上町３－１
一般財団法人長崎県教職員互
助組合
理事長　池松　誠二

　地方公務員法第４２条により、「地方公共団体は職
員の保健、元気回復その他厚生に関する計画を樹立し
、これを実施しなければならない」となっており、こ
れに基づき本事業は、県教育委員会として、教職員の
レクリエーション活動や健康づくりなどにかかる経費
の助成等、元気回復・健康維持増進を目的とした福利
厚生事業を実施することとしている。一方、（一財）
長崎県教職員互助組合は、教職員の相互共済、福利増
進等を目的として「職員の互助共済制度に関する条例
」に基づき設立された団体であり、教職員の掛金を財
源に、教職員に対する福利厚生事業を実施している。

　本事業を実施するうえで、県と（一財）長崎県教職
員互助組合の事業目的が一致しており、事業を一体的
に実施することにより相互に効果が期待できるととも
に、効率的な運営が可能であり、委託費用については
、教職員への助成経費のみで事業の運営費等は含まれ
ていないため、他者より有利な価格で契約することが
できる。
　以上のことから、契約の相手方が（一財）長崎県教
職員互助組合に特定されるため。

第167条の2第1項
第2号

9
教育庁 高校教育課 2020年

  8月17日
令和３年度長崎県県立学校職員採用選考試験及
び令和４年度長崎県公立学校教員採用選考試験
における教職・一般教養試験作成業務委託

1,302,768
非公開 当初一般競争入札を行ったが、入札参加者がなかった

ため。
第167条の2第1項

第8号

10
教育庁 児童生徒支援課 2020年

  6月19日
令和２年度　学校安全総合支援事業（学校安全
推進体制の構築）の実践研究委託 1,197,355

南松浦郡新上五島町青方郷１
５８５－１
新上五島町長

県が国からの委託を受け、事業の一部を市町教育委員
会の意向をもとに、地域を指定し再委託するため、契
約の相手方が特定される。

第167条の2第1項
第2号

※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。
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11
教育庁 長崎県埋蔵文化財センタ

ー
2020年
  4月1日

令和２年度精密分析機器の定期点検・保守業務
委託 5,799,750

長崎市浜口町4-11
株式会社ニコンインステック
長崎営業所
所長　深水　鉄也

平成２３年度から当業務にかかる一般競争入札を実施
していたが、平成２６年度まで一者応札が続いたこと
から、競争性を保つため、仕様の変更等を重ねてきた
が、平成３１年度まで一者応札という結果であった。
今以上の仕様変更は困難であり、一者応札検討シート
を公表したが、参加可能な業者がおらず、教育庁随意
契約適正化推進協議会で審査を行った結果、将来にわ
たって入札は困難という結果となったため、相手方が
特定される。

第167条の2第1項
第2号

12
教育庁 長崎県埋蔵文化財センタ

ー
2021年
  3月30日

令和３年度長崎県埋蔵文化財センター施設維持
管理業務委託 4,169,283

熊本県熊本市南区江越１－１
４－１０
株式会社　パブリックビジネ
スジャパン
代表取締役　萩原　宣

長崎県埋蔵文化財センターは、壱岐市立一支国博物館
と一体的な施設であり、施設維持管理業務においては
、自家用電気工作物や合併処理浄化槽など施設に一つ
しかないものや、消火施設など施設全体を管理するも
のなど、分割しての発注になじまず、県使用部分を独
自に保守契約することが出来ない。
壱岐市は、一支国博物館の管理運営業務を指定管理者
である（株）パブリックビジネスジャパンに委託して
おり、施設全体の維持管理を可能とする当社と１者随
意契約を行うこととした。

第167条の2第1項
第2号

13
教育庁 対馬歴史研究センター 2020年

  5月13日
重要文化財対馬宗家関係資料保存修理事業

20,027,019
福岡県筑紫野市上古賀３－２
－１６　クリエイション・コ
ア福岡１０１
修理工房　宰匠株式会社
代表取締役　藤井　良昭

国補助事業採択にあたり、文化庁は次の事項を指導し
ている。①高度な修復技術が必要であり、文化財保護
法に基づく「選定保存技術の選定並びに保持者及び保
持団体の認定の基準」における保存技術に認定された
「一般社団法人国宝修理装こう師連盟」に加盟の工房
に委託して行うこと。②修理場所については、資料へ
の安全性及び設備の面から国立博物館の修復室を利用
すること。以上のことから、九州唯一の「国宝修理装
こう師連盟」加盟工房であり、九州国立博物館の修復
室を利用できる工房である「修理工房　宰匠株式会社
」との一者随契を行うものである。
(R2.2.17教育庁随意契約適正化推進協議会)

第167条の2第1項
第2号

14
教育庁 大村高等学校 2020年

  6月19日
クライミングウォール保守点検等業務委託

1,540,000
東京都中央区新川１－３－３
東商アソシエート株式会社
代表取締役　滑川 治男

本校に設置しているクライミングウォールは、県内唯
一の壁の傾きを調節できる可動式で、全国でも数箇所
しかない１支点タイプ（傾きを調節する支点が１箇所
）のものであり、可動部のバランス調整やクリアラン
ス（隙間）調整が設計・施工した東商アソシエート株
式会社以外の会社では対応できないため。

第167条の2第1項
第2号

15
教育庁 五島高等学校 2020年

  4月9日
長崎県立五島高等学校衛生看護科非常勤講師（
医師・栄養士）委託契約 1,713,800

五島市吉久木町205
長崎県五島中央病院
院長　竹島　史直

衛生看護科生徒が准看護師試験資格を得るためには一
定数の講義の受講を終えることが必須。病理学等受講
を行わなければならないが、島内では多種多様な講義
を行えるだけの規模を持った総合病院は長崎県五島中
央病院しかない。また当院は長崎県病院企業団という
六市一町の合同出資により運営されており、信頼性が
高い。講義毎に近隣の開業医に依頼しても通常の診察
があるため対応が困難である。以上の理由により競争
入札への移行は困難である。

第167条の2第1項
第2号

※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。
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16
教育庁 五島高等学校 2020年

  6月1日
令和２年度衛生看護科生徒看護臨地実習委託

15,769,600
五島市吉久木町205
長崎県五島中央病院
院長　竹島　史直

衛生看護科生徒が准看護師受験資格を得るためには一
定数の病院実習を終えることが必須。島内には３０名
以上の生徒を同時に受け入れ実習させるだけの規模を
有する病院が長崎県五島中央病院しかない。また、当
院は長崎県病院企業団という県と六市一町の合同出資
により運営されており信頼性が高く、かつ、島内の病
院では新しく、最新の医療設備を有することから生徒
の病院実習先としては最適である。以上の理由により
競争入札への移行は困難である。

第167条の2第1項
第2号

17
教育庁 諫早特別支援学校 2020年

  5月8日
令和2年度諌早特別支援学校スクールバス運行
業務（増便） 単価契約

別紙のとおり

長崎市八千代町３－１
長崎県交通局
局長　太田　彰幸

今回の契約は、新型コロナウイルス感染症対策として
、スクールバスにおける感染リスクの低減を図るため
に、バスを増便するものである。感染症対策として緊
急性を要するものであり、また、既に運行業務を行っ
ている相手方と契約することで、効率的かつ早期にス
クールバス運行実施が可能であるため。

第167条の2第1項
第5号

18
教育庁 虹の原特別支援学校 2020年

  5月8日
臨時増便分スクールバス（１、２、３号車）運
行業務 単価契約

別紙のとおり

長崎市八千代町３番１号
長崎県交通局
局長　太田　影幸

　スクールバス運行業務委託については、学校開始に
合わせて既に今年度の契約は行っている。今回の契約
は、新型コロナウイルス感染症対策として、スクール
バスにおける感染リスクの低減を図るために、バスを
増便するものである。感染症対策として緊急性を要す
るものであり、また、既に運行業務を行っている相手
方と契約することで、効率的かつ早期に実施が可能な
ものとして、一者随意契約を行う。（別紙、随契審査
会結果）

第167条の2第1項
第5号

19
教育庁 長崎特別支援学校 2020年

  5月12日
長崎特別支援学校スクールバス（増便）に係る
運行業務 単価契約

26,950.00

長崎市滑石4-6-33
長崎バス観光株式会社
代表取締役社長　井上　智之

スクールバス運行業務については、学校開始に合わせ
て既に今年度の契約は行っている。
今回の契約は、新型コロナウイルス感染症対策として
、スクールバスにおける感染リスクの低減を
図るために、バスを増便するものである。
感染症対策として緊急性を要するものであり、また、
既に運行業務を行っている相手方と契約することで、

効率的かつ早期に実施が可能なものとして、一者随意
契約を行う。

第167条の2第1項
第5号

20
教育庁 鶴南特別支援学校 2020年

  5月8日
鶴南特別支援学校スクールバス１号車Ｂ（増便
分）運行業務 単価契約

32,373.00

長崎市赤迫３丁目２番２０号
５０１
長崎遊覧バス株式会社
代表取締役　村山　登志治

スクールバス運行業務については、学校開始に合わせ
て既に今年度の契約は行っている。今回の契約は、新
型コロナウイルス感染症対策として、スクールバスに
おける感染リスクの低減を図るために、バスを増便す
るものである。感染症対策として緊急性を要するもの
であり、また、既に運行業務を行っている相手方と契
約することで、効率的かつ早期に実施が可能なものと
して、一者随意契約を行う。

第167条の2第1項
第5号

※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。



2020年度　限度額を超えた随意契約一覧表　　　部局名：教育庁 2021年3月末現在

番号 所管部局 所管課
(地方機関名) 契約日 契約の名称 契約金額(円) 契約の相手先、住所、氏名 随意契約とした理由

(具体的かつ詳細に記載)
地方自治法施行令

適用条項

21
教育庁 鶴南特別支援学校 2020年

  5月8日
鶴南特別支援学校スクールバス２号車Ｂ（増便
分）運行業務 単価契約

52,943.00

長崎市八千代町３番１号
長崎県交通局
局長　太田　彰幸

スクールバス運行業務については、学校開始に合わせ
て既に今年度の契約は行っている。今回の契約は、新
型コロナウイルス感染症対策として、スクールバスに
おける感染リスクの低減を図るために、バスを増便す
るものである。感染症対策として緊急性を要するもの
であり、また、既に運行業務を行っている相手方と契
約することで、効率的かつ早期に実施が可能なものと
して、一者随意契約を行う。

第167条の2第1項
第5号

22
教育庁 鶴南特別支援学校 2020年

  5月8日
鶴南特別支援学校スクールバス３号車Ｂ（増便
分）運行業務 単価契約

45,922.00

長崎市赤迫３丁目２番２０号
５０１
長崎遊覧バス株式会社
代表取締役　村山　登志治

スクールバス運行業務については、学校開始に合わせ
て既に今年度の契約は行っている。今回の契約は、新
型コロナウイルス感染症対策として、スクールバスに
おける感染リスクの低減を図るために、バスを増便す
るものである。感染症対策として緊急性を要するもの
であり、また、既に運行業務を行っている相手方と契
約することで、効率的かつ早期に実施が可能なものと
して、一者随意契約を行う。

第167条の2第1項
第5号

23
教育庁 鶴南特別支援学校時津分

校
2020年
  5月8日

鶴南特別支援学校時津分校スクールバス（大型
バス）運行業務 単価契約

28,908.00

長崎市赤迫３丁目２番２０号
長崎遊覧バス株式会社
代表取締役　村山　登志治

スクールバス運行業務については、学校開始に合わせ
て既に今年度の契約は行っている。今回の契約は、新
型コロナウイルス感染症対策として、スクールバスに
おける感染リスクの低減を図るために、バスを増便す
るものである。感染症対策として緊急性を要するもの
であり、また、既に運行業務を行っている相手方と契
約することで、効率的かつ早期に実施が可能なものと
して、一者随意契約を行う。

第167条の2第1項
第5号

※別紙の内容は、別紙の文字をクリックすると表示されます。



別紙　　部局名：教育庁　　契約日：令和２年４月７日　　契約の名称：県立学校定期健康診断(結核検診)

　

精密検査（喀痰検査） 2,500円　

デジタル撮影（ポータブル） 2,800円　

項　　　　目 単　　　　価 備　　　　考

デジタル撮影 1,000円　



別紙 部局・所属名 :教育庁 福利厚生室 契約日 :令和 2年 4月 1日  契約の名称 :教職員定期健康診断

検 査 項 目 単価 備 者

結
核
検
査

胸部X線撮影 1,700円 デジタル撮影

喀痰検査 2250円 抗酸菌分離培盤検査

尿検査 徊 円 糖、蛋白、ウロピリノーゲン、潜血

血圧測定 200円

島長、体重、視力検査 100円

聴力検査 350円 ォージオメーター

腹囲測定 100円

lb電図検査 1,4∞円 12誘導

採血検査 3,3部円

GOT、 GPT、 7~GTP、 TCt TG、 」1糖、 HDL]しステロール、

UA、 ALP、 ZTT、 BUN、 CR□ 、 eGFR、 RBC、 IIb、

WBC、 Ht、 LDL]bステロール、コLAlc

PSA検査 1,600円

近見視力検査 100円

胃検査 4650円

診察 (他覚症状の検査) 7∞ 円

※単価には、消費税は含まない。



路　線 運行予定日数 路　線 運行予定日数 路　線 運行予定日数

21 1日1往復 36,000 21 1日1往復 21 1日1往復

30 1日1往路 24,000 30 1日1往路 30 1日1往路

見積総額

見積総額

見積総額 見積総額

見積総額見積総額

見積総額 見積総額

見積総額

番 号 見積執行機関 長 崎 県 立 諫 早 特 別 支 援 学 校
見　積　結　果　一　覧　表

件 名 見積執行日 令 和 2 年 5 月 8 日 14 時 ま で令和２年度諫早特別支援学校スクールバス運行業務（増便）

履行期間 令和２年５月１１日～令和２年７月２０日

一 般 競 争 入 札 で

入 札 方 式 随 意 契 約競 争 参 加 資 格 の 有 無

な い 者 の 有 無 （別添 通知 書）

商 号 又 は 名 称 所      在      地 代   表   者   名

第　　１　　回 第　２　　回 第　３　　回

結果単　価
年間見込額

単　価
年間見込額

単　価
年間見込額

1台あたりの単価 1台あたりの単価 1台あたりの単価

長崎県交通局 長崎市八千代町3番1号 局長　太田　彰幸
大村線

756,000

720,000
大村線 大村線

見積総額 見積総額

第 １ 回 決 定

見積総額 1,476,000 見積総額 見積総額

見積総額
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