
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年度 随意契約 案件一覧 
 



【随意契約の一覧】 令和2年4月1日～令和2年10月2日

件名 発注所属 契約の相手方を選定した理由 業者名 契約金額（税込） 契約日 契約方法

1
小浦町・大浜町(径
600粍)送水管整備
工事

上下水道局事業部
水道建設課

本工事は、昨年度、当該送水管の整備工事を施工する中で、追加で
確認された損傷箇所を整備するものであるが、当該送水管は、予定さ
れている水道施設の統合に伴い、令和2年7月末日までに整備を完了
する必要がある。よって、昨年度に当該整備工事を施工しており、損
傷状況を熟知し、他の埋設物の配管状況を把握していることから、早
期に工事を完了でき、安全に確実な施工ができる右記業者と随意契
約するもの。

所在地　長崎市東町1950番地6
会社名　（株）中田建設
代表者　代表取締役　中田　武彦

18,370,000 令和2年4月17日 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号

2
三重浄水場2系凝集
沈澱池機械設備設
置工事

上下水道局事業部
浄水課

前年度、右記業者が機械設備を設置するための軸関係の整備を施工
しているが、当該整備は、今回の機械設備の設置とは切り離すことが
できず、当該整備の施工業者と機械設備を設置する施工業者が異な
る場合、契約不適合責任の範囲が不明確となることが考えられるた
め、前年度に当該整備工事を行った右記業者と随意契約するもの。

所在地　長崎市小江原2丁目35番3号
会社名　（株）ナガネツ
代表者　代表取締役　久野　祐一郎

24,420,000 令和2年5月11日 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号

3
市道青山町16号線
道路改良工事

中央総合事務所
地域整備1課

本工事は市道青山町16号線の一部を拡幅するものであるが、これま
で自由に通行ができていた生活道路が、所有者が変更となり当該道
路の所有者が通行止めとしたため、車両の進入ができない状態となっ
ている。その現状をいち早く解消するため、周辺地区の道路施設の修
繕経験が多く、道路事情を十分把握しており安全で円滑な施工が確保
でき、災害時の緊急対応にも適切に対応できた実績もある右記業者と
随意契約するもの。

所在地　長崎市金堀町44番7号
会社名　折田建設工業（株）
代表者　山口　浩生

13,530,000 令和2年5月11日 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

4
中部茂里町第2雨水
排水ポンプ場No.3主
ポンプ整備工事

上下水道局事業部
下水道施設課

既存の設備と密接不可分な関係にあり、同一施行者以外の者に施工
させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがある
ため、当該設備製造メーカーの系列でメンテナンス業務を移管されて
いる右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目
           2番8号
会社名　クボタ機工(株)九州営業所
代表者　所長　内村　孝

66,660,000 令和2年6月12日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

5
南部下水処理場
No.1流量調整池送
水ポンプ整備工事

上下水道局事業部
下水道施設課

本整備工事の対象であるポンプは、右記業者が設計・製作した特殊機
械で、その品質管理基準及び技術情報は製品メーカー独自のもので
あり、製品メーカー以外の者に施工させた場合、整備後の性能保証を
得ることができず、また、当該機器の運転並びに処理場の運営に著し
い支障が生じる恐れがあることから右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区美野島1丁目
　　　　　2番8号
会社名　(株)荏原製作所　九州支社
代表者　支社長　大田　賢一

15,400,000 令和2年6月18日 地方公営企業法施行令21条の14第1項第2号

6
もみじ谷葬斎場電気
集塵装置（1、2号炉）
改修工事

建築部
設備課

既存の設備と密接不可分な関係にあり、当初施工した業者以外に施
工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれが
あり、整備後の性能保証を得ることができないため、当該設備の設置
及び保守点検業者であり、施行時及び施行後についても一元化した
責任体制をとることができる右記業者と随意契約するもの。

所在地　東京都中央区日本橋本町3丁目2番13号
会社名　高砂炉材工業(株)
代表者　代表取締役　高橋　一彰

45,650,000 令和2年6月26日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



7
東工場計装設備整
備工事

環境部
東工場

本工事箇所である計装設備は、富士電機(株)が独自に開発した、ごみ
焼却施設の高度で複雑な運転を制御する重要な設備であり、今回施
工箇所は当該計装設備の一部である発信機や流量計などの改修を
行うもので、既存の設備と密接不可分の関係にあり、開発業者以外の
者に施工させた場合、計装設備の機能に著しい支障が生じる恐れが
あるため、本設備の開発者であり、施工時及び施工後の対応につい
ても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者である右記業
者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区店屋町5番18号
会社名　富士電機(株)九州支社
代表者　支社長　豊留　昭宏

17,303,000 令和2年7月16日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

8
長崎ブリックホール
大ホール吊物バトン
駆動部更新工事(2)

建築部
設備課

大ホールの舞台上部は演出効果を高めるための反射板(音響)、ライト
ブリッジ(照明)、バトン等の吊物で構成され、すべて制御盤で位置等を
管理し、遠隔操作によって各吊物が動作する仕組みとなっており、演
出者の頭上及び観客の近くで稼働することから、その制御については
高い精度及び安全性が要求される。本工事はこれらの吊物機構の一
部を改修するもので、駆動装置の基幹となる駆動マシンのほか、ワイ
ヤロープ、滑車等を回収すると共に、吊物機構の安全性及び舞台演
出効果の向上のため、インバータ制御による速度可変機能を付加する
ものである。改修後の当該設備は既存の舞台機構システムへ組み込
み一体的に稼働するため、各バトンのレベルやインターロック(安全装
置)の調整、確認を行う必要があることから、既存の設備と密接不可分
な関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既存の設備
等の使用に著しい支障が生じるおそれがあるため、当該設備の製造
及び設置業者である右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市中央区天神4丁目1番37号
会社名　三精テクノロジーズ(株)九州営業所
代表者　所長　兒玉　秀隆

146,300,000 令和2年7月31日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

9
野母終末処理場汚
泥濃縮機整備工事

上下水道局事業部
下水道施設課

本工事の整備対象である汚泥濃縮器は(株)IHIが設計・製作し、(株)IHI
回転機械エンジニアリングが吸収分割承継した特殊機械で、その品質
管理基準及び技術情報は製品メーカー独自のものであり、製品メー
カー以外の者に施工させた場合、整備後の性能保証を得ることができ
ず、また、当該機器の運転並びに処理場の運営に著しい支障が生じる
おそれがあることから右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市南区清水4丁目4番34号
会社名　(株)IHI回転機械エンジニアリング福岡営業
所
代表者　事業所長　伊佐山　哲也

6,380,000 令和2年8月6日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

10
長崎ブリックホール
中央監視システム維
持補修工事

建築部
設備課

長崎ブリックホール中央監視システムの一部を改修する工事で、空調
機器からの故障信号等を中央監視盤に送るリモートステーションを改
修するものである。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり、
製造及び施工業者である日本電気(株)からビル管理システムに係る
整備工事(新設工事を除く)を移管されている右記業者以外の者に施工
させた場合、その使用に著しい支障が生じるおそれがある。従って、施
工時及び施工後についても、一元化した責任体制をとることができる
唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区御供所町1番1号
会社名　NECネッツエスアイ(株)九州支店
代表者　支店長　丸林　義久

9,515,000円 令和2年9月2日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

11
東工場ごみ焼却設
備及び付帯設備整
備工事

環境部
東工場

本工事は、ボイラー、焼却炉の耐火物及び剪断破砕機の整備、並び
にろ過式集じん器のろ布更新を行うものである。
東工場は施設全体が一体としてごみ焼却を行う施設であり、多くの設
備を有しているが、本工事の対象は既設の東工場の設備のうち、燃焼
ガス冷却設備、焼却設備、受入供給設備及び排ガス処理設備の一部
であり、これらを含む設備全体が密接不可分の関係にあり、メーカー
以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生
じるおそれがあるため、右記業者と随意契約するもの。
なお、東工場は施設全体を三菱重工業(株)が設計・施工した特殊施設
であり、その品質管理基準及び技術情報はメーカー独自のものである
が、廃棄物処理装置事業については、会社の吸収分割により前身の
三菱重工環境エンジニアリング㈱に承継され、その後も分割・合併を
経て三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱と商号変更したものであ
る。

所在地　福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番27
号
会社名　三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱
　　　　　 九州支店
代表者　支店長　宮田　安章

135,300,000円 令和2年9月15日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



12
千歳アパート北棟昇
降機改修工事

建築部
設備課

本工事は、昇降機の一部である巻上機、制御盤、操作盤等の改修工
事である。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり、製造及
び施工業者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支障が生
ずるおそれがあるが、製造及び施工業者である三菱電機(株)から改修
工事に関する業務を右記業者に移管しているため、施工時及び施工
後についても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者であ
る右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号
会社名　三菱電機ビルテクノサービス（株）九州支
社
代表者　役員理事支社長　大友　昭夫

49,500,000 令和2年9月15日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

13
長崎原爆資料館自
動制御装置リモート
機器更新工事

建築部
設備課

本工事は、オペレータステーション（中央監視システム）とローカルシス
テム（通信接続リモート機器）により構成される総合ビル管理制御シス
テムのローカルシステムを改修するものである。ローカルシステムはオ
ペレータステーションにより遠隔制御されており、オペレータステーショ
ンのメーカーであるジョンソンコントロールズ(株)が独自に開発し製造し
た機器及びシステムによって構成するシステムである。今回更新する
ローカルシステムはオペレータステーションと密接不可分の関係にあ
り、同一製造業者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用
に著しい支障が生ずるおそれがあるため、本機器の製造業者であり、
施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることができる
唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区冷泉町4番20号
会社名　ジョンソンコントロールズ（株）九州支店
代表者　支店長　島崎　信行

29,260,000 令和2年9月16日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

14
手熊浄水場機械脱
水機整備工事

上下水道局事業部
浄水課

本工事は、既存の設備と密接不可分な関係にあり、同一施行者以外
の者が施工した場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生じるお
それがある。本工事の整備対象である機械脱水機は、(株)石垣により
製造・設計されており、当該設備製造メーカーのメンテナンス業務は、
石垣メンテナンス(株)に移管されているが、長崎地区では右記業者に
メンテナンス業務が譲渡されているため、右記業者と随意契約するも
の。

所在地　長崎市勝山町３７番地
会社名　(株）長崎イシガキ
代表者　代表取締役社長　石垣　真

6,930,000 令和2年9月16日 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号

15
矢上アパート１号棟
昇降機改修工事

建築部
設備課

本工事は、昇降機の一部である巻上機、制御盤、操作盤等の改修工
事である。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり、製造及
び施工業者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支障が生
ずるおそれがあるが、製造及び施工業者である三菱電機(株)から改修
工事に関する業務を右記業者に移管しているため、施工時及び施工
後についても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者であ
る右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号
会社名　三菱電機ビルテクノサービス（株）九州支
社
代表者　役員理事支社長　大友　昭夫

18,700,000 令和2年9月18日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

16
滑石地区ふれあい
センター昇降機改修
工事

建築部
設備課

本工事は、昇降機の一部である制御盤、かご、操作盤等の改修工事
である。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり、製造及び
施工業者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支障が生ず
るおそれがあるが、製造及び施工業者である三菱電機(株)から改修工
事に関する業務を右記業者に移管しているため、施工時及び施工後
についても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者である
右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号
会社名　三菱電機ビルテクノサービス（株）九州支
社
代表者　役員理事支社長　大友　昭夫

25,300,000 令和2年9月18日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

17
市道上田町相生町2
号線(グラバースカイ
ロード)補修工事

土木部
土木建設課

本工事は斜行エレベーター及び垂直エレベーターの安全装置の取替
を行う工事である。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり、
製造及び施工業者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支
障が生じる恐れがあるが、製造及び施工業者である三菱電機(株)から
改修工事に関する業務を右記業者に移管しているため、施行時及び
施行後についても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者
である右記業者と随意契約するもの。

所在地　福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号
会社名　三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社
代表者　役員理事支社長　大友　昭夫

17,930,000 令和2年9月25日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



18
長崎駅舎東口キャノ
ピー等建設基本・実
施設計業務委託

まちづくり部
長崎駅周辺整備室

公募型プロポーザル方式による特定審査委員会において、特定され
た右記業者と随意契約するもの。

所在地　東京都港区南青山3-4-7
会社名　（株）設計領域
代表者　代表取締役　吉谷　崇

52,984,800 令和2年10月2日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

19
長崎駅東口駅前広
場実施設計業務委
託

まちづくり部
長崎駅周辺整備室

公募型プロポーザル方式による特定審査委員会において、特定され
た右記業者と随意契約するもの。

所在地　長崎市中町4番23号
会社名　パシフィックコンサルタンツ（株）　長崎事務
所
代表者　所長　西依　亮

54,813,000 令和2年10月2日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号


