
2021年度　限度額を超えた随意契約一覧表　　　部局名：対馬振興局 2022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 2021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 2021年

  9月9日
令和３年度複写サービス契約（上県土木出張所
） 単価契約

別紙のとおり

長崎市万才町３－５
富士フイルムビジネスイノベ
ーションジャパン株式会社長
崎支社
長崎支社長　秋山　富也

　常時書類の複写（コピー）が行えるように機器を設
置し、トナー等の消耗品の供給を行うことのほか、定
期的な保守点検及び故障時の即時修理を行う契約であ
る。
　特に保守に関し、対馬島内で複写機専任技術者を常
駐させ、メンテナンスを迅速に行える業者２社のうち
、１社（リコージャパン㈱の代理店）からは、半導体
部品の世界的な不足により、当面、県の仕様を満たす
機種の調達の目途が立たない旨の申し出があっている
。
　したがって、現導入機の契約が満了する１０月１日
からサービス提供が可能な者は、富士フイルムビジネ
スイノベーションジャパン㈱長崎支社のみとなる。

第167条の2第1項
第2号

3
対馬振興局 管理部　総務課 2021年

  9月9日
令和３年度複写サービス契約（林業課）

単価契約
別紙のとおり

長崎市万才町３－５
富士フイルムビジネスイノベ
ーションジャパン株式会社長
崎支社
長崎支社長　秋山　富也

　常時書類の複写（コピー）が行えるように機器を設
置し、トナー等の消耗品の供給を行うことのほか、定
期的な保守点検及び故障時の即時修理を行う契約であ
る。
　特に保守に関し、対馬島内で複写機専任技術者を常
駐させ、メンテナンスを迅速に行える業者２社のうち
、１社（リコージャパン㈱の代理店）からは、半導体
部品の世界的な不足により、当面、県の仕様を満たす
機種の調達の目途が立たない旨の申し出があっている
。
　したがって、現導入機の契約が満了する１０月１日
からサービス提供が可能な者は、富士フイルムビジネ
スイノベーションジャパン㈱長崎支社のみとなる。

第167条の2第1項
第2号

4
対馬振興局 管理部　総務課 2022年

  3月18日
対馬振興局庁舎宿日直業務委託

3,131,410
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

保安用務のほか、気象警報発令時における職員への緊
急連絡等の対応を行うものである。緊急時の対応等と
いう業務の性質上、信頼性・的確性が求められること
から、一般公募を行い、面接等により個人の適正を判
断し、随意契約を行う。

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。



2021年度　限度額を超えた随意契約一覧表　　　部局名：対馬振興局 2022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

5
対馬振興局 建設部　河港課 2021年

  6月21日
３対急基第４号
対馬振興局土砂災害警戒区域等設定確認業務委
託

2,033,900
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、高度な行政的判断が求められるため、最
も信頼できる相手を選定する必要がある。また、私権
の制限等を行使する基礎となるため、統一性・信頼性
のもと、公平・中立な立場で確認を行う必要がある。

　このため、請負者から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

6
対馬振興局 建設部　河港課 2021年

  9月10日
３対砂事第１号
一重川外通常砂防工事（資料作成業務委託） 7,370,000

大村市池田２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 2021年

  11月1日
３対空改第１－２号
対馬空港整備工事（監督補助業務委託） 1,485,000

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、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行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

8
対馬振興局 建設部　河港課 2022年

  2月1日
3対港整交第３－６号
比田勝港地方創生改修工事（積算技術業務） 1,650,000

大村市池田二丁目１３１１
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、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。



2021年度　限度額を超えた随意契約一覧表　　　部局名：対馬振興局 2022年3月末現在

番号 所管部局 所管課
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適用条項

9
対馬振興局 建設部　河港課 2022年

  3月31日
３補対河第１－５号
佐護川総合流域防災工事（監督補助業務委託） 23,870,000

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、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ため
、工事の施工や管理に関する高い技術力が求められる
。
　長崎県建設技術研究センターは、良質な社会資本整
備に関する発注者支援等を目的に設立された公益財団
法人であり、監督補助業務の経験が豊富で、現場での
問題等に対し、技術的考察や提案等を的確に行うため
の専門的なノウハウを有している。
　また、離島においては、民間コンサルタントの数が
極めて少なく、施工管理等の実績もないため、競争性
や技術力の観点から民間への発注は不可能である。
　このため、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

10
対馬振興局 建設部　管理課 2021年

  11月1日
令和３年度
対馬地区海岸漂着物等地域対策推進業務委託 2,101,000

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

　本業務は、昨年度の台風等及び今年度の豪雨により
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「処分」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
）と処分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

11
対馬振興局 建設部　管理課 2022年

  1月7日
厳原港旅客埠頭保安規程改定業務委託

6,050,000
非公開 　当業務は、国際条約に基づいた港湾におけるテロ等

の破壊行為に対応する保安規程を国が定めたガイドラ
インに基づき改定するもので、特殊な専門知識を必要
とする。
　当業務に必要なガイドライン等は、その機密性から
一般には開示することは出来ない。
　このため、業務内容を公表する競争入札は出来ない
ものであり、最新の国際港湾情報収集・蓄積に努め、
国際的な港湾における保安対策について精通しており
、国等の同種の業務を行っている者に限定し発注する
必要がある。

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。



2021年度　限度額を超えた随意契約一覧表　　　部局名：対馬振興局 2022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

12
対馬振興局 建設部　管理課 2022年

  3月31日
令和４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
。

第167条の2第1項
第2号

13
対馬振興局 建設部　管理課 2022年

  3月31日
令和４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

14
対馬振興局 建設部　空港管理事務所 2021年

  6月16日
令和３年度　対馬空港有害鳥捕獲業務委託

2,089,052
対馬市美津島町鶏知乙489
対馬猟友会
会長　大浦　孝司

　本業務は当該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、長期に渡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
員として所属する「対馬猟友会」しかないため。

第167条の2第1項
第2号

15
対馬振興局 建設部

対馬空港管理事務所
2021年
  8月12日

3対振空第７号　対馬空港化学消防車車検業務
2,132,894

対馬市美津島町鶏知乙528
有限会社　松村自動車整備工
場
取締役　松村　英二

　対馬空港の運用時間（7：30～20：30）の間
は、空港の消防カテゴリー（消火能力）を保つために
大型化学消防車は必ず空港に配置しなければならず、
空港運用時間外（20：30～7：30）の間に点検
整備を完了し、空港運用開始前に納車しなければなら
ない。
　また、所要時間として、何もトラブルがない状態で
8時間程度の整備時間と、空港から整備工場までの往
復にかかる時間を要する。
　以上の条件を考慮すると、契約相手は、自社で大型
車両の車検が可能な指定工場を有し、時間・距離の条
件も満たす業者である、(有)松村自動車整備工場に
限定される。

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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16
対馬振興局 建設部

対馬空港管理事務所
2022年
  3月22日

４対振空第１号
対馬空港照明施設維持管理業務委託 18,150,000

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
間対応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、一者応札検討シートを令和
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。

第167条の2第1項
第2号

17
対馬振興局 保健部　衛生環境課 2022年

  3月30日
 令和４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
、過去に一般競争入札で幅広く募集していたものの、
結果として島内において当該業務を履行できるものは
他にはおらず、平成28年度から随意契約へと移行し
た。令和４年度についても随意契約を継続する。

第167条の2第1項
第2号
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別紙　部局名：対馬振興局　　契約日：令和３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 １３９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 １２６円/L



別紙　部局名：対馬振興局　　契約日：令和３年９月９日　　契約の名称：令和３年度複写サービス契約（上県土木出張所）

項　　　目 設置場所 モード
予定数量
枚/月

単価（1枚あたり） 備　　　考

カラー 1,700 ¥17.28

白黒 500 ¥3.06

令和３年度複写サービス契約
(上県土木出張所）

上県土木出張所（上県町佐須奈）



別紙　部局名：対馬振興局　　契約日：令和３年９月９日　　契約の名称：令和３年度複写サービス契約（林業課）

項　　　目 設置場所 モード
予定数量
枚/月

単価（1枚あたり） 備　　　考

カラー 6,100 ¥8.82

白黒 1,700 ¥1.98

令和３年度複写サービス契約
(林業課）

林業課（厳原町国分）
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