
（様式２）

部（局）等名： 土木部
契約の名称又は品
名・数量等

契約日 契約の相手先の名称及び所在地 契約金額 (円)
地方自治法施行令
の適用条項

随意契約とした理由
所管部課（地方機
関）の名称

備　考

電子入札コアシステム
のプログラム・プロダク
トに対するサポート

R3.4.1
一般財団法人日本建設情報総合
センター
東京都港区赤坂五丁目２－２０

3,630,000
第167条の2第1項第
2号

電子入札コアシステムの唯一の販売
元かつ保守機関であり、その性質又
は目的が競争入札に適さないため

土木総務課

JCIS及びコリンズ・テク
リス検索システムの利
用

R3.4.1
一般財団法人日本建設情報総合
センター
東京都港区赤坂五丁目２－２０

3,832,202
第167条の2第1項第
2号

JCIS及びコリンズ・テクリス検索シス
テムを提供しているのは当該財団し
かない。また、当該システムは国及び
地方公共団体でも利用されており、島
根県においても工事等発注時におい
て登録を受注者に義務づけているほ
か、業者選定等にあたり閲覧の必要
があるため

土木総務課

建設業情報管理システ
ム電算処理業務

R3.4.1

一般財団法人建設業情報管理セ
ンター
東京都中央区築地２丁目１１番２４
号

システム基本料 ＠55,000円（１月当た
り）
許可電算処理料 ＠2,200円
経営事項審査電算処理料 ＠702円

第167条の2第1項第
2号

国及び他県の情報と合わせて監理す
る必要があり、契約者以外に受託で
きる者がいないため

土木総務課
単価契約
予定調達総額
4,732,200円

女性活躍推進員業務 R3.4.1
松江商工会議所
松江市母衣町55-4

4,270,200
第167条の2第1項第
2号

当該業務の実施に必要なノウハウ・
人材・ネットワークを有し、適切に業務
を実施できる唯一の団体である

土木総務課

女性活躍推進員業務 R3.4.1
島根県商工会連合会
松江市母衣町55-4

3,215,300
第167条の2第1項第
2号

当該業務の実施に必要なノウハウ・
人材・ネットワークを有し、適切に業務
を実施できる唯一の団体である

土木総務課

令和3年度　ＣＡＤソフトウェア保
守業務委託　一式 R3.4.1

川田テクノシステム株式会社九州営
業所
福岡県福岡市博多区博多駅前4‐9‐2

2,431,000
地方自治法施行令
167条の2第1項第2号

当該システムの開発者でしか保守業務に
対応できないため。

技術管理課
CADソフト「V-nas発注者
版」

令和３年度島根県公共土木施
設点検・診断技術支援業務委託 R3.4.21

公益財団法人　島根県建設技術セン
ター
島根県松江市古志原４丁目１－１

2,382,600
地方自治法施行令
167条の2第1項第2号

特定者でなければ納入できない
（委託先との事前の協定に基づき、県・市町村職員
が技術力向上に繋がる支援を受けるため）

技術管理課長寿命化推
進室

浜田港　福井地区　荷
役機械保守点検業務
委託

R3.4.1
(株)三井E&Sマシナリー
東京都中央区築地5-6-4

24,640,000
第167条の2第1項第
2号

特殊な機械であり、契約者以外に対
応可能な者がいないため

港湾空港課

防災安全交付金（総合
流防基礎調査）土砂災
害警戒区域等システム
運用支援業務

R3.4.5
国際航業株式会社　山陰営業所
松江市朝日町486-16

7,436,000 第167条の2第1項
使用システムの開発業者であり、著
作権を有するため

砂防課

随意契約の結果の公表



（様式２）

部（局）等名： 土木部
契約の名称又は品
名・数量等

契約日 契約の相手先の名称及び所在地 契約金額 (円)
地方自治法施行令
の適用条項

随意契約とした理由
所管部課（地方機
関）の名称

備　考

随意契約の結果の公表

令和3年度島根県地価
調査業務委託・一式

令和3年
4月1日

公益社団法人
島根県不動産鑑定士協会
松江市母衣町55番地4

20,300,280
第167条の2第1項
第2号

　 「不動産の鑑定評価に関する法律」に
より、不動産の鑑定評価は不動産鑑定士
による独占業務である。公益社団法人島
根県不動産鑑定士協会は、県内に事業
所を有する不動産鑑定業者が加入してい
る公益法人であり、国土交通省実施の地
価公示に係る鑑定評価や県内全市町村
から固定資産税評価の委託を受けるな
ど、本県の地価状況に精通し、公益事業
の経験が豊富である。このことから、本県
地価調査事業を適正かつ効率的に実施
できる者は同協会を除いて外にないた
め。

用地対策課

隠岐空港航空灯火電気
施設保守点検（4月分）業
務委託

R3.4.1
島根県隠岐郡隠岐の島町東郷神米鼻31-
1　有限会社早川電機

1,870,000 第167条の2第1項第２号

本業務は、隠岐空港制限区域内で行う業務で
あるため隠岐空港機能管理規定に基づき新規
受託者には入場者講習を受講し試験に合格し
なければ業務を遂行することができない。ただ
し昨年度入場者講習・試験合格者は1年更新
が可能なため、昨年度に業務を行っている当
該業者は更新手続きのみで業務に携わること
のできる唯一の業者であるため随意契約とし
た。

隠岐支庁県土整備局

来居港旅客上屋管理委託業務 R3.4.1 島根県隠岐郡知夫村郡1065　　　知夫村 4,272,400 第167条の2第1項第2号

知夫村内に清掃を委託できる業者がおらず島
外の業者と契約を行うとフェリーの運航状況に
より業務が行えないことも想定される。よって
業務の確実な履行が可能である相手方と随意
契約とした。

隠岐支庁県土整備局

隠岐空港除草作業業務委託 R3.4.26
島根県隠岐郡隠岐の島町下西７８番地２
隠岐の島町

8,305,000 第167条の2第1項第2号
「隠岐空港除草業務に関する協定書（平成１９
年４月１２日締結）に基づき隠岐の島町と随意
契約とした。

隠岐支庁県土整備局

銚子ダム最終処分場浸出液
処理設備管理業務

R3.4.16
島根県隠岐郡隠岐の島町西田曽久良
319-2　　　　　　　　       有限会社オキカン

1,672,000 第167条の2第1項第2号
法に基づく技術者が配置され、かつ町内に営
業所があり緊急時の対応ができる業者が他に
いないため

隠岐支庁県土整備局

銚子ダム　ダムコンピュータ
設備保守業務

R3.4.28
島根県松江市白潟本町１３－４　日本無線
株式会社　山陰営業所

1,408,000 第167条の2第1項第2号

対象設備を熟知した専門技術者を有している、
また、ダムコンピュータのシステムプログラム
の著作権・特許兼等の知的財産権を有してい
るため

隠岐支庁県土整備局

忌部川防災安全交付金（総
流防）工事外施工監理等業
務

R3.4.1
公益財団法人
島根県建設技術センター理事長
松江市古志原四丁目１－１

8,844,000 第167条の2第1項第2号

（公財）島根県建設技術センターは県や市町村
の公共事業について豊富な実績を有しており
県の監督職員と同様の施工管理業務を行うこ
とができる唯一の機関であるため

土木総務課



（様式２）

部（局）等名： 土木部
契約の名称又は品
名・数量等

契約日 契約の相手先の名称及び所在地 契約金額 (円)
地方自治法施行令
の適用条項

随意契約とした理由
所管部課（地方機
関）の名称

備　考

随意契約の結果の公表

（主）玉湯吾妻山線 久野川
大橋 防災安全交付金（橋梁
耐震）その２工事外 施工監
理等業務

R3.4.1
公益財団法人
島根県建設技術センター理事長
松江市古志原四丁目１－１

7,396,400
第167条の2第1項
第2号

（公財）島根県建設技術センターは県や市町村
の公共事業について豊富な実績を有しており
県の監督職員と同様の施工管理業務を行うこ
とができる唯一の機関であるため

土木総務課

（主）斐川一畑大社線防災安
全交付金（橋梁修繕）事業施
工監理等業務（繰越）

R3.4.1
公益財団法人
島根県建設技術センター理事長
松江市古志原四丁目１－１

3,690,500
第167条の2第1項
第2号

（公財）島根県建設技術センターは県や市町村
の公共事業について豊富な実績を有しており
県の監督職員と同様の施工管理業務を行うこ
とができる唯一の機関であるため

土木総務課

島根県土木部職員研修業務
委託 R3.4.1

公益財団法人
島根県建設技術センター理事長
松江市古志原四丁目１－１

7,651,600 第167条の2第1項第2号
（公財）島根県建設技術センターはその設立目
的及び事業内容に合致しており、当法人以外
では適切に業務を実施できる法人がないため

土木総務課

（注１） 長期継続契約である場合には、契約金額欄には契約総額を記載するとともに、備考欄に長期継続契約である旨及び期間（○か年）を記載すること。
（注２） 単価契約である場合には、契約金額欄には契約単価（消費税等込み）を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び予定調達総額を記載すること。


