
2020年度　限度額を超えた随意契約一覧表　　　部局名：対馬振興局 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
対馬振興局 管理部　総務課 2020年

  4月1日
燃料・油脂等単価契約（ガソリン・軽油）

単価契約
別紙のとおり

長崎市元船町２番８号
長崎県石油協同組合
理事長　藤岡　秀則

　長崎県石油協同組合は、本県と災害協定を締結して
おり「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」に
合致し随意契約ができる組合である。また「官公需に
ついての中小企業者の受注の確保に関する法律」に規
定する官公需適格組合であり、国に準じ契約の相手方
として受注機会の増大を図ることとされている。
　対馬振興局の公用車は、島内全域にわたって出張し
ており、災害等緊急時の対応だけでなく、平時におい
ても業務効率化や業務に支障が出ないようにするため
、保有の公用車が庁舎周辺の複数の給油所で円滑かつ
すみやかに給油できること及び島内各目的地において
確実に給油できることが必要となっている。
　したがって、島内全域で安定供給が得られ、島内同
一単価の供給が可能な業者は、県内給油所の約8割の
組織率を持ち各地に給油所を確保する長崎県石油協同
組合だけである。

第167条の2第1項
第2号

2
対馬振興局 管理部　総務課 2020年

  5月29日
和貴寮浄化槽（沈殿槽）修繕業務

1,749,000
対馬市美津島町根緒468番
地80
有限会社対馬ビルサービス
代表取締役　日高　泰邦

　今回の修繕は、和貴寮（独身寮）の浄化槽（沈殿槽
）に、老朽化による破損・亀裂が見つかったため、当
該部分に対する緊急的な補修を行うものである。
　今後、破損箇所から流入した土砂の堆積により汚水
がオーバーフローし、外部への汚水流出・悪臭被害の
懸念があるほか、浄化水の流出による駐車場の土地の
沈下の危険性もあるため、ただちに修繕を行う必要性
がある。
　したがって、本浄化槽の破損に対し、速やかに修繕
を実施できるのは、現に浄化槽保守点検・浄化槽清掃
業務を委託しており、今回の破損を発見し現状を熟知
している（有）対馬ビルサービスに限られる。

第167条の2第1項
第5号

3
対馬振興局 管理部　総務課 2020年

  9月29日
和貴寮浄化槽（原水槽）修繕業務

2,585,000
対馬市美津島町根緒４６８－
８０
有限会社対馬ビルサービス　
代表取締役　日高　泰邦

　今回の修繕は、和貴寮浄化槽のピット(浄化槽本体
を囲っている箱状のコンクリート)に水が浸入し,浄
化槽とピットの間に水が溜まったことで,浄化槽が浮
上し破損したため、当該部分の補修を行うものである
。
　現在は仮設ポンプを設置し緊急対応をしているが,
,ピットへの水の侵入が止まらない限り,汚水の地中
への漏出や,マンホールから汚水が溢れることにより
周辺への悪臭被害が懸念されるほか,さらに浄化槽本
体の破損が進めば浄化槽の修理が不可能になる可能性
もあることから,できる限り早急な対応が必要である
。
　本浄化槽の破損に対し,最も速やかに修繕を実施で
きるのは,現に浄化槽保守点検・浄化槽清掃業務を委
託しており,また今年度別の箇所の修繕を実施し,今
回の破損を事前調査し現状を熟知している(有)対馬
ビルサービスであるため,同社を契約の相手方として
特定する。

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。
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番号 所管部局 所管課
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4
対馬振興局 管理部　総務課 2020年

  10月9日
２対空改第１－２号
対馬空港整備工事（監督補助業務委託） 4,510,000

大村市池田二丁目１３１１番
地３
公益財団法人　長崎県建設技
術研究センター
理事長　田村　孝義

　当業者は、工事の施工状況や工事請負者から提出さ
れた承諾願い等について、設計図書と商号を行い、そ
の結果を監督職員に正確に報告するものであり、報告
に虚偽や誤脱があった場合は、監督職員による判断や
工事成績の評定に大きな影響を与える業務である。ま
た、各工事請負者が保有する施工ノウハウの情報管理
（他の建設業者への情報漏えい防止）も必要である。

　このため、建設業者より資金面や人事面等で直接的
な影響を受けず、当該業務の経験も豊富な公益財団法
人長崎県建設技術研究センターを、契約の相手方とし
て特定する。

第167条の2第1項
第2号

5
対馬振興局 管理部　総務課 2021年

  3月23日
対馬振興局庁舎日直業務委託

3,137,840
非公開 宿日直業務は、執務室の鍵の管理や施錠などの庁舎保

安用務や気象警報発令時における職員への緊急連絡等
危機管理の初動に係る重要な内容の業務も含まれ、信
頼性・的確性が求められる。面接等により危機管理対
応能力、過去の勤務実績・職歴により業務に合った適
正を判断する必要があることから随意契約とする。

第167条の2第1項
第2号

6
対馬振興局 建設部　河港課 2020年

  4月1日
３１補対河第３－６号
田川総合流域防災工事（資料作成業務委託） 2,420,000

大村市池田２丁目１３１１番
３
公益財団法人　長崎県建設技
術研究センター
理事長　田村　孝義

　当業務は、予定価格算出の基礎となる設計書を作成
するものであり、入札参加者等への情報漏えい防止が
必要であるとともに、設計書作成に使用する県の積算
システム（プログラム及びデータ）の流出防止も必要
である。
　このため、建設業者より資金面や人事面等で直接的
な影響を受けず、当該業務の経験も豊富な公益財団法
人長崎県建設技術研究センターを契約の相手方として
特定する。

第167条の2第1項
第2号

7
対馬振興局 建設部　河港課 2020年

  8月5日
２対河自第１０号
阿須川河川自然災害防止工事 5,808,000

対馬市厳原町東里１－４
星野建設株式会社　対馬支店
　
支店長　星野　光圀

　令和2年7月28日から29日にかけて梅雨前線豪
雨（連続雨量67ｍｍ［7/28午後18：00～7
/29午後15時］）により、二級河川阿須川におい
て、河川護岸の崩壊や洗堀が発生し、民地（九州電力
対馬配電事業所の敷地）まで陥没しそうになっている
。
　被害の拡大を早急に防ぐ必要があることから、大規
模災害支援協定を結ぶ一般社団法人長崎県建設業協会
が指定し、現地状況に精通している星野建設株式会社
対馬支店に緊急工事を依頼したい。
　以上から、協会から指定され緊急に対応できる星野
建設株式会社対馬支店と地方自治法施行令第167条
の2第1項第5号の規定により随意契約を実施するも
のである。

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。
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8
対馬振興局 建設部　河港課 2020年

  9月8日
２対港災第１－１号　厳原港久田２号浮桟橋災
害復旧工事（連絡橋引揚げ仮置） 3,161,400

対馬市上対馬町比田勝９５６
－１２
株式会社　大川建設工業
代表取締役　眞崎　龍介

　令和２年度台風９号及び１０号の暴風・波浪によっ
て、厳原港の久田２号浮桟橋が連絡橋落橋、浮体・係
留杭・係留ローラー破損、渡橋ずれ等の被災を受けて
いる。
　増破及び危険防止のため、連絡橋及び付属部品の引
揚並びに浮函の仮係留等を緊急に行う必要があり、港
湾漁港建設業協会との大規模災害支援協定に基づき、
協会から推薦を受けた株式会社大川建設工業と１者随
意契約を締結する。

第167条の2第1項
第5号

9
対馬振興局 建設部　河港課 2020年

  9月29日
２対港単災第１号　峰港県単災害復旧工事（護
岸（防波）設計業務委託） 2,794,000

長崎市本原町１５－２０
アジアエンヂニアリング株式
会社　長崎支店
取締役支店長　大野　博司

　令和２年度台風９号の暴風・波浪によって、峰港の
護岸（防波）の基礎工の被覆ブロックが飛散し被災を
受けている。
　背後地は木材の集積・積出のふ頭であり、早期の復
旧が必要であるが、当該施設は過去にも被災しており
、今回設計波浪を被災時の波浪に変更して設計計算を
行う。
　災害査定に先立ち、復旧内容を決定するための設計
業務委託を起工するのであるが、早急に復旧断面を決
定し、査定設計書を作成する必要があるため、当該施
設の当初設計を行っているアジアエンヂニアリング株
式会社長崎支店と１者随意契約を締結する。

第167条の2第1項
第5号

10
対馬振興局 建設部　河港課 2020年

  9月29日
２対港単災第２号　厳原港県単災害復旧工事（
久田２号浮桟橋調査設計業務委託） 7,315,000

長崎市清水町２－４
復建調査設計株式会社　長崎
支店
支店長　原　通泰

　令和２年度台風９号及び１０号の暴風・波浪によっ
て、厳原港の久田２号浮桟橋が連絡橋落橋、浮体・係
留杭・係留ローラー破損、渡橋ずれ等の被災を受けて
いる。
　災害査定に先立ち、復旧内容を決定するための調査
設計業務委託を起工するのであるが、早急に復旧断面
を決定し、査定設計書を作成する必要があるため、当
該施設の当初設計を行っている復建調査設計株式会社
長崎支店と１者随意契約を締結する。

第167条の2第1項
第5号

11
対馬振興局 建設部　河港課 2021年

  3月3日
厳原港発注者支援業務委託（積算技術業務）

1,375,000
大村市池田二丁目１３１１番
３
公益財団法人　長崎県建設技
術研究センター
理事長　田村　孝義

　当業務は、今年度実施中の工事の進捗状況を踏まえ
、次年度に実施する本工事箇所の設計計画、図面作成
、積算、特記仕様書作成など、起工設計に必要な設計
図書を作成するもので、報告に虚偽や誤脱があった場
合は、適切な発注に大きな影響を与える業務である。
公告・縦覧から入札にかかる設計書のベースとなるも
のであり、情報管理（他の建設業者への情報漏えい防
止）も必要である。
　このため、建設業者より資金面や人事面等で直接的
な影響を受けず、当該業務の経験も豊富な公益財団法
人長崎県建設技術研究センターを、契約の相手方とし
て特定する。

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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12
対馬振興局 建設部　河港課 2021年

  3月22日
２補対河第１－４号
佐護川総合流域防災工事（監督補助業務委託） 23,760,000

長崎県大村市池田２丁目１３
１１番地３
公益財団法人　長崎県建設技
術研究センター
理事長　田村　孝義

当業務は、工事の施工状況や工事請負者から提出され
た承諾願い等について、設計図書と照合を行い、その
結果を監督職員に正確に報告するものであり、報告に
虚偽や誤脱があった場合は、監督職員による判断や工
事成績の評定に大きな影響を与える業務である。また
、各工事請負者が保有する施工ノウハウの情報管理（
他の建設業者への情報漏えい防止）も必要である。
　このため、建設業者より資金面や人事面等で直接的
な影響を受けず、当該業務の経験も豊富な公益財団法
人長崎県建設技術研究センターを契約の相手方として
特定する。

第167条の2第1項
第2号

13
対馬振興局 建設部　河港課 2021年

  3月22日
２債対漁生基第１－７号　尾崎地区水産生産基
盤整備工事（工事監督支援業務委託） 22,880,000

長崎市元船町１７－１
一般社団法人水産土木建設技
術センター　長崎支所
支所長　髙屋　雅生

　本業務は、工事にかかる監督補助業務を委託をする
ものである。
漁港関係事業を実施している１０港のうち、当振興局
から一番遠い上対馬町泉漁港までは92.5㎞（片道
約２時間）あり、現場への移動時間が課題となってい
る。これを解消するため外部委託を行い、工事期間中
における段階確認等を効率的に行うものである。
　また、今回の委託箇所は、マグロ養殖や定置網等の
漁業活動を行っている尾崎漁港の工事現場をはじめ、
蓄養や養殖等を工事現場近くで行っている各漁港、こ
れまで近辺で磯焼対策として整備してきた箇所周辺な
ど、水域環境や水生生物の生態系に対する工事の影響
を現地で検証できる高度な水産技術・知識が必要とな
る。よって、非営利目的で支援することができ、かつ
建設業者より資金面や人事面などで直接的な影響を受
けない中立公平性の立場を保ち、更に高度な水産技術
を保有しているのは一般社団法人水産土木建設技術研
究センター以外にないため、当該社団法人と随意契約
をおこなうものである。
　なお、尾崎漁港浮防波堤の設置作業が本格化する、
令和３年４月より現場での適切な対応を実施するため
、監督補助業務11.8ヵ月（令和３年３月契約、令
和３年４月～令和４年３月）を発注するものである。

第167条の2第1項
第2号

14
対馬振興局 建設部　管理課 2021年

  2月24日
令和２年度
対馬地区海岸漂着物等地域対策推進業務委託 3,406,700

対馬市美津島町鶏知乙481
-21
株式会社　不動商事
代表取締役　早田　美穂

　本業務は、台風等により管内海岸に漂着した漂着物
（産業廃棄物）について、漁業者等が収集したものを
運搬（分別）し、処分を行おうとするものである。
　産業廃棄物の取扱いにおいては、「運搬（分別）」
と「処理」が別々の許可となっているが、収集した漂
着物はブイや発泡スチロールなどの廃プラや木くず等
が混在しており、分別作業に相当の手間と期間がかか
り、効率的かつ経済的な処理を行うため、運搬(分別
)と処理を一体で発注したい。
　対馬島内において「廃棄物の処理及び清掃に関する
法律」に基づく産業廃棄物の運搬及び処分の許可を全
て有している業者は㈱不動商事１者のみである。
　以上から、左記の者と随意契約を行うものである。

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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15
対馬振興局 建設部　管理課 2021年

  3月31日
令和３年度比田勝港海岸環境整備施設管理委託

1,122,594
対馬市厳原町国分１４４１番
地
対馬市
対馬市長　比田勝　尚喜

　対馬市は「長崎県の事務処理の特例に関する条例」
に基づき、岸壁や護岸、野積場等の港湾施設の軽微な
維持補修や許可事務等を行っている。
　「比田勝港海岸環境整備施設」はこれらの港湾施設
に隣接しており、施設の管理を対馬市が一体的に行う
ことが効率的かつ合理的であること、また、対馬市に
県と同程度の負担を求めることで適切な維持管理がで
きることから、対馬市を委託先に特定し、随意契約を
行う。

第167条の2第1項
第2号

16
対馬振興局 建設部　管理課 2021年

  3月31日
令和３年度竹敷港環境整備施設管理委託

1,606,000
対馬市厳原町国分１４４１番
地
対馬市
対馬市長　比田勝　尚喜

　対馬市は「長崎県の事務処理の特例に関する条例」
に基づき、岸壁や護岸、野積場等の港湾施設の軽微な
維持補修や許可事務等を行っている。
　「竹敷港環境整備施設」はこれらの港湾施設に隣接
しており、施設の管理を対馬市が一体的に行うことが
効率的かつ合理的であること、また、対馬市に県と同
程度の負担を求めることで適切な維持管理ができるこ
とから、対馬市を委託先に特定し、随意契約を行う。
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対馬振興局 建設部　空港管理事務所 2020年

  7月2日
令和２年度対馬空港有害鳥捕獲業務委託

2,115,885
対馬市美津島町鶏知乙４８９
対馬猟友会
会長　大浦　孝司

　本業務は、狩猟免許を有する狩猟者登録者で、違反
等の恐れがない者を実施者として行うものである。
　したがって、長期にわたり、適正な実施者を確保で
き、確実に本業務が履行できるのは、狩猟免許所有者
が会員として所属している「対馬猟友会」しかないた
め。
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対馬振興局 建設部

対馬空港管理事務所
2021年
  3月25日

３対振空第１号
対馬空港照明施設維持管理業務委託 15,730,000

対馬市厳原町小浦７９－２
株式会社九電工　対馬営業所
所長　久保山　正浩

当該業務は航空法に基づき設置された航空灯火施設の
機能を常に万全な状態に保つことができるよう、電気
施設等の維持管理を委託する業務である。
　平成２５年度から令和２年度まで一般競争入札を行
ってきたものの、業務が複雑な設備を把握し２４時間
対尾ぷできる技術者の配置が求められることなどから
、対馬島内に対応できる業者が他になく、㈱九電工の
みの１者応礼であった。
　このため、契約方法を一般競争入札から随意契約に
変更することについて、一者応礼検討シートを令和２
年６月１０日から公表したが、入札参加希望者及び県
民から質問や意見等はなかった。
　このことから、今後も対馬では他の業者が入札に参
加することが見込まれないため、㈱九電工に特定する
。
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対馬振興局 保健部　衛生環境課 2021年

  3月24日
 令和３年度犬捕獲抑留等業務委託 

2,349,600
非公開 　本委託業務は、狂犬病予防法に基づき違反犬の捕獲

抑留、殺処分、焼却処分を行うもので、平日日中のみ
ならず、休日、夜間においても対応が必要となる場合
がある。
　特殊な技能が必要かつ一般に敬遠される業務であり
、平成28年度から随意契約へと移行した。令和3年
度についても随意契約を継続する。

第167条の2第1項
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別紙　部局名：対馬振興局　　契約日：令和２年４月１日　　契約の名称：燃料・油脂等　単価契約

項　　　目 単　　　価 備　　　考

ガソリン　レギュラー １３６円/L
「離島ガソリン流通コスト支援事業」
の補助単価（10円）を控除した額

軽油　小口 １２４円/L
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