
平成２４年度〔第１四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
総合政策部

（注）※１、※２の説明

県民活動生活
課

地価調査等業務委託 地価調査における鑑定評
価業務および地価調査・
地価公示に係る集計分析
業務

平成24年4月1日 公益社団法人滋賀県
不動産鑑定士協会

28,434,000 事業の実施に必要な専門知識を有する不動産鑑
定士で構成された県内唯一の団体であるため。

2号 3イ

県民活動生活
課

新しい公共の場づくりの
ためのモデル事業委託
（滋賀NPO災害ボラン
ティアネットワーク構築
事業）

県内NPOの災害支援メ
ニューのデータベース化お
よびNPOネットワーク構築

平成24年4月1日 特定非営利活動法人し
がNPOセンター

5,550,000 本業務は、企画力等に重点を置いたものである
ため、低廉性のみをもって委託先を決定できない
ことから、プロポーザル方式により契約の相手方
を選定したため。

2号 4

県民活動生活
課

公募提案型活動基盤整
備等事業委託

公募提案型活動基盤整備
事業・継続事業分

平成24年4月1日 おおつ環境フォーラム 5,000,000 企画内容に重点を置いた業務であり、低廉性の
みをもって委託先を決定することはできず、競争
入札に適さないことから、プロポーザル方式によ
り契約の相手方を選定したため。

2号 4

県民活動生活
課

公募提案型活動基盤整
備等事業委託

公募提案型活動基盤整備
事業・継続事業分

平成24年4月1日 公益財団法人淡海文
化振興財団

5,000,000 企画内容に重点を置いた業務であり、低廉性の
みをもって委託先を決定することはできず、競争
入札に適さないことから、プロポーザル方式によ
り契約の相手方を選定したため。

2号 4

県民活動生活
課

公募提案型活動基盤整
備等事業委託

公募提案型活動基盤整備
事業・継続事業分

平成24年4月1日 特定非営利活動法人し
がＮＰＯセンター

5,000,000 企画内容に重点を置いた業務であり、低廉性の
みをもって委託先を決定することはできず、競争
入札に適さないことから、プロポーザル方式によ
り契約の相手方を選定したため。

2号 4

県民活動生活
課

平成24年度滋賀県消費
生活講座（応用講座・通
信講座）業務委託

消費生活講座（応用講座・
通信講座）業務

平成24年5月18日 財団法人関西消費者
協会

5,546,105 企画力に重点をおいたものであることから、公募
型プロポーザルにより選定するものとし、選考委
員会の選考の結果、事業者の採用を決定したも
のであるため。

2号 4

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を
記入し、２号の場合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該
当するものを記入しています。

適用
類型
※２

契約金額 (円）
契約担当組織

の名称
契約内容 随意契約とした具体的理由

根拠
法令
※１

事業名 契約締結日 契約の相手方



適用
類型
※２

契約金額 (円）
契約担当組織

の名称
契約内容 随意契約とした具体的理由

根拠
法令
※１

事業名 契約締結日 契約の相手方

文化振興課 旧滋賀会館管理委託 旧滋賀会館の維持管理業
務

平成24年4月1日 公益財団法人滋賀県
文化振興事業団

35,900,000 下記理由により（公財）滋賀県文化振興事業団以
外に業務を受託する能力を有する者が存在しな
いため。
・施設整備の状況を熟知している必要がある。
・旧滋賀会館は暫定的に使用されている状況で
あり、入居者対応には長年の事情を熟知している
必要があるため。

2号 3イ

文化振興課 滋賀県芸術文化祭開催
事業委託

滋賀県芸術文化祭の企
画・運営

平成24年4月1日 公益財団法人滋賀県
文化振興事業団

22,380,000 下記理由により（公財）滋賀県文化振興事業団以
外に業務を受託する能力を有する者が存在しな
いため。
・本事業の内容、目的を熟知し、様々な文化芸術
分野に精通している。
・事業運営の専門的技術を有するとともに県域全
体に目配りができ、円滑に業務を行うことができ
る。

2号 3イ

文化振興課 県内文化情報提供事業
委託

文化情報刊行物の編集・
発行および配布

平成24年4月1日 公益財団法人滋賀県
文化振興事業団

7,025,000 下記理由により（公財）滋賀県文化振興事業団以
外に業務を請け負う能力を有する者が存在しな
いため。
・数多くの文化事業を開催、受託している実績が
ある。
・県内文化団体や活動者とのネットワークを有し
ている。
・「湖国と文化」の編集・発行を行っている。

2号 3イ

文化振興課 希望が丘文化公園施設
整備事業委託

野外活動センター放送設
備改修工事

平成24年4月25日 公益財団法人滋賀県
文化振興事業団

7,000,000 下記理由により（公財）滋賀県文化振興事業団以
外に業務を受託する能力を有する者が存在しな
いため。
・施設整備の状況を熟知している必要がある。
・委託内容が施設の管理運営業務と密接に関わ
る。

2号 3イ

文化振興課 希望が丘文化公園施設
整備事業委託

パートセンター屋根改修工
事

平成24年4月25日 公益財団法人滋賀県
文化振興事業団

6,300,000 下記理由により（公財）滋賀県文化振興事業団以
外に業務を受託する能力を有する者が存在しな
いため。
・施設整備の状況を熟知している必要がある。
・委託内容が施設の管理運営業務と密接に関わ
る。

2号 3イ

文化振興課 県立文化施設整備事業
委託

文化産業交流会館の施設
整備委託（カーペット張替
工事）

平成24年6月11日 公益財団法人滋賀県
文化振興事業団

9,700,000 下記理由により（公財）滋賀県文化振興事業団以
外に業務を受託する能力を有する者が存在しな
いため。
・施設整備の状況を熟知している必要がある。
・委託内容が施設の管理運営業務と密接に関わ
る。

2号 3イ



適用
類型
※２

契約金額 (円）
契約担当組織

の名称
契約内容 随意契約とした具体的理由

根拠
法令
※１

事業名 契約締結日 契約の相手方

男女共同参画
課

滋賀マザーズジョブス
テーション企業啓発・連
携業務委託

企業に対する滋賀マザー
ズジョブステーションの周
知および子育て中の女性
等が働きやすい職場づくり
に向けた啓発業務

平成24年6月1日 オムロンパーソネル株
式会社

9,925,785 プロポーザル方式により選定された者と契約する
ため。

2号 4

男女共同参画
センター

マザーズジョブステー
ション就労支援業務委
託

マザーズジョブステーショ
ン就労支援業務委託

平成24年4月1日 オムロンパーソネル株
式会社

11,806,200 本事業は、幅広い知識と専門性を必要とし、前年
度10月の事業開始以降、運営ノウハウの蓄積に
努めているところであり、委託先が変わった場
合、窓口業務に支障を来すことから、前年度委託
先と契約する必要があり、競争入札に適さないた
め。

2号 3イ

男女共同参画
センター

マザーズジョブステー
ション等託児業務委託

マザーズジョブステーショ
ン等託児業務委託

平成24年5月1日 特定非営利活動法人
男女共同参画をすすめ
る会.Ｉ ＹＯＵ淡海

8,459,325 専門性と豊富な経験を有した事業者に、そのノウ
ハウを活用して業務を行わせる必要があり、事業
者の業務遂行能力を考慮する必要があるため、
プロポーザル方式により契約の相手方を選定し
たため。

2号 4

人権施策推進
課

人権啓発活動委託 市町への人権啓発事業の
委託

平成24年4月2日 県内市町 10,640,000 法務省が指定する啓発事業を市町へ再委託する
ものであるため。

2号 2


