
2022年度　限度額を超えた随意契約一覧表　　　部局名：出納局 2023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
出納局 会計課 2022年

  4月26日
財務会計システム入札・契約関連機能追加業務
委託 単価契約

4,800.00

長崎市尾上町５番６号
NBC情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

　本業務は、財務会計システムに入札・契約関連の事
務に関する機能を追加することに伴い、必要な改修を
行うものである。
　財務会計システムは支払処理などを行う県の重要な
システムであるため間違いがおこってはならず、規模
も大きく非常に複雑なシステムであり、既存の処理に
影響を与えずに改修を行うためには、財務会計システ
ムにおける各種データの取り扱いや処理の流れ、シス
テムの構成やプログラム全体の把握など現在の状況を
熟知していなければならない。
　今回の改修は、これまでの改修部分に引き続き機能
の開発を進めるもので、このプログラム・データは既
存のものと一元的に管理され密接に関連するものであ
るため、財務会計システムと一体的に開発及び検証作
業を行う必要がある。
　また、改修中のシステムの受託者変更は作業の効率
性やリスク回避の面で問題があることから通常は行わ
れず、また引き継ぎのための費用等も必要なことから
改修が終了しシステムが安定するまで受託者の変更を
回避することは費用対効果の面でも合理的である。
　以上のことから、本業務の契約の相手方は運用・維
持管理業務委託の現在の受託者で財務会計システムの
構成及び運用の現状を熟知し、令和２年度の改修の実
施業者でもあるＮＢＣ情報システム株式会社によらざ
るを得ない。

第167条の2第1項
第2号

2
出納局 会計課 2022年

  5月6日
財務会計システムインボイス対応業務委託

単価契約
4,800.00

長崎市尾上町５番６号
NBC情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

　令和５年10月から、複数税率に対応した消費税の
仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（い
わゆるインボイス制度）が導入される。　
　本業務は、このインボイス制度の導入に伴い、必要
な改修を行うものであるが、財務会計システムは支払
処理などを行う県の重要なシステムであるため間違い
がおこってはならず、規模も大きく非常に複雑なシス
テムであり、既存の処理に影響を与えずに改修を行う
ためには、財務会計システムにおける各種データの取
り扱いや処理の流れ、システムの構成やプログラム全
体の把握など現在の状況を熟知していなければならな
い。
　また、今回の改修対象となるプログラム等は別途委
託済の運用・維持管理業務委託の管理対象となってい
ることから、この部分のみを分離して他の受託者によ
る改修を行うことはできない。
　以上のことから、本業務の契約の相手方は財務会計
システムの構成及び運用の現状を熟知し、運用・維持
管理業務委託の令和４年度の受託者であるＮＢＣ情報
システム株式会社によらざるを得ない。

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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3
出納局 会計課 2022年

  6月27日
長崎県収入証紙印刷

8,332,908
東京都港区虎ノ門2-2-5
独立行政法人　国立印刷局
理事長　岸本　浩

　収入証紙は金券であり、高度な偽造防止効果が必要
となる。今回証紙の印刷を依頼する国立印刷局は、高
度な偽造防止が求められる印刷（日本国紙幣、収入印
紙、切手、パスポート等の印刷）を行うために設立さ
れた全国唯一の印刷所であり、精巧な技術を持つ工芸
技術の彫刻技術・凹版印刷・マイクロ文字・パール印
刷等の特殊技術や「すき入れ紙」という特殊な用紙を
用いて印刷している。
　さらには、長崎県収入証紙の原板を保持し、製造過
程から納品までの一貫した製品管理能力を有しており
、不正な製品流失防止の観点からも、またその良好な
印刷・納品実績からも、独立行政法人国立印刷局に限
られることから契約相手方が特定される。

第167条の2第1項
第2号

4
出納局 会計課 2022年

  11月30日
ICタグ導入にかかる物品管理システム改修業務
委託 2,002,000

長崎市尾上町５番６号
NBC情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

　物品管理システムは、物品取扱規則に基づき物品の
管理を行うシステムであり、本庁だけでなく振興局や
その他地方機関、警察、学校を含めた全所属の物品を
管理する大規模で複雑なシステムであることから、本
改修業務を対応する業者は、システムのプログラム設
計に携わり、システムの構成やプログラム全体を熟知
している必要がある。
　　また、ICタグによる物品点検照合アプリケーシ
ョン導入契約業者及び運用・保守と改修を行う業者が
異なる場合、不具合が生じた際の責任の所在が不明確
となる恐れがあり、物品管理システムの運用に支障を
きたす可能性があるため、契約の相手側は、ICタグ
による物品点検照合アプリケーション導入契約者であ
り、現在の保守の実施業者であるNBC情報システム
㈱によらざるを得ない。

第167条の2第1項
第2号

5
出納局 会計課 2022年

  12月27日
財務会計システムキャッシュレス（クレジット
カード納付）対応業務委託 2,544,960

長崎市尾上町５番６号
NBC情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

　本業務は、電子申請時におけるクレジットカードで
の納付に対応するため必要な改修を行うものであるが
、財務会計システムは支払処理などを行う県の重要な
システムであるため間違いがおこってはならず、規模
も大きく非常に複雑なシステムであり、既存の処理に
影響を与えずに改修を行うためには、財務会計システ
ムにおける各種データの取り扱いや処理の流れ、シス
テムの構成やプログラム全体の把握など現在の状況を
熟知していなければならない。
　また、今回の改修対象となるプログラム等は別途委
託済の運用・維持管理業務委託の管理対象となってい
ることから、この部分のみを分離して他の受託者によ
る改修を行うことはできない。
　以上のことから、本業務の契約の相手方は財務会計
システムの構成及び運用の現状を熟知し、運用・維持
管理業務委託の令和４年度の受託者であるＮＢＣ情報
システム株式会社によらざるを得ない。

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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6
出納局 会計課 2023年

  1月30日
財務会計システムキャッシュレス（コンビニ等
）対応業務 単価契約

4,800.00

長崎市尾上町５番６号
NBC情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

　本業務は、個別システムにおけるコンビニ収納に対
応した納入通知書の導入及びｓｔｅｒａ端末によるキ
ャッシュレス収納の導入に伴い、必要な改修を行うも
であるが、財務会計システムは支払処理などを行う県
の重要なシステムであるため間違いがおこってはなら
ず、規模も大きく非常に複雑なシステムであり、既存
の処理に影響を与えずに改修を行うためには、財務会
計システムにおける各種データの取り扱いや処理の流
れ、システムの構成やプログラム全体の把握など現在
の状況を熟知していなければならない。
　また、今回の改修対象となるプログラム等は別途委
託済の運用・維持管理業務委託の管理対象となってい
ることから、この部分のみを分離して他の受託者によ
る改修を行うことはできない。
　以上のことから、本業務の契約の相手方は財務会計
システムの構成及び運用の現状を熟知し、運用・維持
管理業務委託の令和４年度の受託者であるＮＢＣ情報
システム株式会社によらざるを得ない。

第167条の2第1項
第2号

7
出納局 物品管理室 2022年

  4月1日
公用車ガソリン（レギュラー）単価契約

単価契約
162.00

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。
　本庁の公用車は、県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、本庁
保有の公用車(66台）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、及び県内各目的
地において確実に給油できることが必要となっている
。
　また県内全域で安定供給が得られ、県内同一単価の
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

※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
出納局 物品管理室 2022年

  4月22日
物品関連システムEdge対応業務委託

単価契約
4,800.00

長崎市尾上町５番６号
NBC情報システム株式会社
代表取締役　藤川　正義

　物品関連のシステムはＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌ
ｏｒｅｒの利用を前提としているため、業者がＩｎｔ
ｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒの後継であるＥｄｇｅ
で開くと、プルダウンやポップアップが表示されない
、これまで業者側では入力不可としていたところが入
力可能になる等の不具合が既に生じている。
　本業務は、このブラウザの切り替えに伴う画面の不
具合に対し、必要な改修を行うものであるが、物品調
達システムは複雑なシステムであり、業務の性質上、
一時の停滞も許されないことから、システムのプログ
ラム設計に携わり、システム構成やプログラム全体を
熟知している必要がある。
　また、運用・保守と改修の業者が異なる場合、不具
合が生じた際の責任の所在が不明確となり、システム
そのものの運用に支障をきたす可能性があるため、契
約の相手方は、現在の保守の実施業者であるＮＢＣ情
報システム株式会社によらざるを得ない。

第167条の2第1項
第2号

9
出納局 物品管理室 2022年

  5月23日
物品関連システムOSバージョンアップ業務委託

3,990,000
長崎市尾上町５番６号
NBC情報システム株式会社
代表取締役　藤原　正義

　現在の物品関連システムのＯＳであるＣｅｎｔＯＳ
６．５は既にサポートが終了しており、サーバを仮想
基盤に移行しているため、早急にＯＳを更新する必要
がある。
　物品調達システムは複雑なシステムであり、業務の
性質上、一時の停滞も許されないことから、システム
のプログラム設計に携わり、システム構成やプログラ
ム全体を熟知している必要がある。
　また、運用・保守と本業務を行う業者が異なる場合
不具合が生じた際の責任の所在が不明確となり、シス
テムそのものの運用に支障をきたす可能性があるため
、契約の相手方は、現在の保守の実施業者であるＮＢ
Ｃ情報システム株式会社によらざるを得ない。

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。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

