
教育庁 随意契約件数 91 件                                 金額 850,910,602  円
契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地及び名称 契約金額 随意契約理由及び地方自治法施行令適用条項

1 教育デジタル改革室
県立学校校務支援システム運用保
守業務委託契約

令和3年4月1日
大分市東春日町17番57号
株式会社オーイーシー

9,332,400  円

・県立高校で運用する大分県学校総合成績管理システムArms高校版、Arms中
学版及び大分県立高等学校入学者選抜処理システムの運用保守業務を委託す
るもの。
・運用で障害が発生した際に、データの修正・プログラムの変更を早急に行う必
要があり、そのスキルを有するものは開発業者である株式会社オーイーシーの
みである。
・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2 教育デジタル改革室
県立爽風館高等学校統合型校務支
援システム運用保守委託契約

令和3年4月1日
京都市中京区烏丸通三条上る場之町603
番地
株式会社システムディ

1,716,000  円

・本業務は、県立爽風館高校で稼働している統合型校務支援システム
「SchoolEngine」及び学校日誌オプションの維持をするために必要な運用保守業
務を委託するものである。
・これを実施するためには、システムの構造・特性を熟知している必要があり、そ
のスキルを有するものは、開発業者である株式会社システムディのみである。
・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

3 教育デジタル改革室
県立特別支援学校校務支援システ
ム運用保守委託契約

令和3年4月1日
京都市中京区烏丸通三条上る場之町603
番地
株式会社システムディ

4,972,000  円

・本業務は、県立特別支援学校で稼働している統合型校務支援システム
「SchoolEngine」の維持をするために必要な運用保守委託業務を委託するもので
ある。
・これを実施するためには、システムの構造・特性を熟知している必要があり、そ
のスキルを有するものは、開発業者である株式会社システムディのみである。
・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

4 教育デジタル改革室
大分県教育委員会ヘルプデスク運営
業務委託

令和3年4月1日
大分市中央町4-2-5　全労済ソレイユ４Ｆ
フューチャーインスペース株式会社

6,972,000  円

・本業務は、教育庁や県立学校で利用されているパソコンの運用及び県立学校・
市町村立学校のネットワーク管理、各種システムのQ&Aサポート等のヘルプデス
ク運営業務を委託するもの。
・これを実施するためには各種端末・システム、大分教育ネットワークに係る知識
に加え、年度当初2ヶ月程度の間は新設されたタブレットネットワークの管理も行
う必要があり、そのスキルを有するのは現行契約業者であるフューチャーインス
ペース株式会社のみである。
・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

5 教育財務課
大分県立高等学校授業料等口座振
替収納事務処理業務委託

令和3年4月1日
大分市府内町3-4-1
株式会社　大分銀行 7,388,895  円

・県立高等学校を対象に、納入義務者の利便性を図り、現金取り扱いによる事故
を防止するとともに、授業料収納事務の省力化及び学校事務の改善を図るも
の。
・この業務を行うことができるのは、県の指定金融機関であり、他の収納代理金
融機関の事務を総括する立場にある株式会社大分銀行のみである。
・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



教育庁 随意契約件数 91 件                                 金額 850,910,602  円
契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地及び名称 契約金額 随意契約理由及び地方自治法施行令適用条項

6 教育財務課 債権管理事務委託業務 令和3年4月1日
大分市府内町3-10-1
公益財団法人　大分県奨学会

5,527,000  円

・奨学金事業の財源となる貸与者からの返還金の確実な回収を行うために、債
権管理に精通した人材を配置し、返還金債権の確保及び滞納額の抑制を図るも
の。
・この債権回収を通じた県貸付金の保全を効果的、効率的に達成することができ
るのは、大分県からの貸付金を原資として奨学金事業を実施している公益財団
法人大分県奨学会のみである。
・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

7 教育財務課 大学奨学金貸与事業貸付契約 令和3年4月1日
大分市府内町3-10-1
公益財団法人　大分県奨学会

62,704,900  円

優秀な資質を有しているが経済的理由により修学困難な大学生等に対する奨学
金貸与事業を実施するため、貸付原資を貸与するもの。
・（公財）大分県奨学会は、自主財源を原資に県内全域の高校生、大学生等に対
し奨学金貸与事業を実施しており、同事業を唯一実施している大分県奨学会しか
対応できない。
・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

8 高校教育課課
大分県ＳＴＥＡＭ教育（次世代人材育
成）推進業務委託契約

令和3年4月16日
東京都江東区新大橋３丁目６番地７号
株式会社Ｂａｒｂａｒａ　Ｐｏｏｌ

28,600,000  円

① 本業務は大分県のSTEAM教育推進のため、高校生等に対し各種講座及び課
題研究等の実施を行うものである。
② 本業務を委託するにあたり、３者から企画提案を受け、選定委員会において
審査した結果、最も優れた企画提案を行った株式会社Ｂａｒｂａｒａ　Ｐｏｏｌと契約し
たもの
③ 根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

9 高校教育課課
大分県版英語４技能認定テスト業務
委託契約 令和3年4月16日

岡山県岡山市北区南方３丁目７番１７号
株式会社ベネッセコーポレーション

36,040,000  円

① 本業務は大分県版英語４技能認定テストの実施及び結果分析等を行うもので
ある。
② 本業務を委託するにあたり、２者から企画提案を受け、選定委員会において
審査した結果、最も優れた企画提案を行った株式会社ベネッセコーポレーション
と契約したもの
③ 根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

10 高校教育課課 ロボットプログラミングソフト購入契約 令和3年4月1日
東京都港区海岸１－７－１
東京ポートシティ竹芝３４階
ソフトバンクロボティクス株式会社

1,848,000  円
① 本業務はロボットプログラミングソフト（Pepper）の利用契約を行うものである。
② 本ソフトウェアはソフトバンクロボティクス株式会社が専有しているものである。
③ 根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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11 教育センター
大分県教職員研修支援システム運
用保守業務委託契約

令和3年4月1日
大分市金池町3-3-11金池MGビル
株式会社エイビス

1,430,000  円

本システムは、他県教育センターで使用している「研修システム」パッケージを
ベースに、令和２年度に大分県教育委員会向けにカスタマイズしたＷｅｂシステム
であり、その設計や開発及び導入までの一連の作業を株式会社エイビスで委託
開発されたものである。そのため令和３年度はシステムが稼働運開始年度であ
り、運用上のトラブルや問合せ対応など、開発委託業者でないとシステムの分析
や緊急な対応ができないため、令和３年度は開発委託業者である株式会社エイ
ビスと随意契約を締結するもの。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項2号

12 教育センター
大分県教育センターエレベータ保守
管理業務委託契約

令和3年4月30日
福岡市博多区綱場町4番1号
フジテック株式会社九州支店

1,465,200  円

大分県教育センターでは年間２５０を超える研修を実施しており、受講者数も１
４，０００人を超えている。１日に２００人以上の研修もあり、また職員の対応がで
きない週休日の実施も年間３０日程度あるため、エレベーターの緊急事態に備え
てPOG契約でなく、フルメンテナンス契約でメーカーに保守管理を委託することと
している。当該機械はフジテック社製であり、当該機械の構造・性能に精通してい
ると共に、保守点検や修理における特殊な技術を併せ持ち、故障した場合の部
品交換等の迅速な調達、対応が可能である者は、製造メーカー以外にない。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

13 学校安全・安心支援課
令和3年度「24時間いじめ相談ダイヤ
ル」夜間休日業務委託

令和3年4月1日
東京都千代田区三番町6番地2
ダイヤル・サービス株式会社

4,818,000  円

　本業務は専門的な知識・技術等が必要とされる業務であるため、提案競技を実
施し、選定委員会により採択された事業者と契約を行ったものである。

　根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

14 学校安全・安心支援課
令和3年度　都道府県立学校管理者
賠償責任保険

令和3年4月1日
東京都千代田区霞が関3-3-1　尚友会館
全国都道府県教育委員会連合会

2,163,730  円

　契約の相手方である全国都道府県教育委員会連合は、都道府県教育委員会
相互の連絡を密にし、相互協力して教育行政の推進を図り、教育本来の使命を
達成することを目的とした、全国の都道府県教育委員会により組織されている公
的団体である。
　本保険は、当該団体が都道府県立学校管理者賠償責任の制度を維持するた
めに独自に設計している保険であり、同じ内容の保険を取り扱っている団体は他
にはない。また、当該団体を通じ、各都道府県がまとめて加入することにより、有
利な価格で加入できる。

　根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

15 学校安全・安心支援課
令和3年度ＳＮＳ等によるいじめ等通
報窓口事業業務委託

令和3年4月1日
東京都品川区西五反田1-21-8
ヒューリック五反田山手通ビル８Ｆ
アディッシュ株式会社

1,996,500  円

　令和元年度から開始した本事業については、契約の相手方であるアディッシュ
株式会社のサイトを利用しており、他社のシステムに変更すれば利用者に不利
益が生じることから引き続き同サイトを利用したいが、同サイトの維持・管理がで
きるのは、開発業者である同社以外にない。

根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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16 学校安全・安心支援課
令和3年度ICT家庭学習支援システ
ム利用契約

令和3年4月1日
東京都千代田区1-13-1
株式会社すららネット

2,541,000  円

　令和2年度から開始した本事業については、契約の相手方である株式会社すら
らネットのシステムを利用しており、他社のシステムに変更すれば利用者に不利
益が生じることから引き続き同サイトを利用したいが、同サイトの維持・管理がで
きるのは、開発業者である同社以外にない。

根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

17 大分県立図書館
令和３年度大分県立図書館が使用す
る新刊全件ＭＡＲＣ等の使用契約

令和3年4月1日
東京都文京区大塚３丁目１番１号
株式会社　図書館流通センター

2,552,000  円

①大分県立図書館では、書誌データ（ＭＡＲＣ）として、新刊図書をすべて網羅し
た新刊全件ＭＡＲＣを使用しているが、平成７年２月から(株)図書館流通センター
で作成する「ＴＲＣＭＡＲＣ」を採用している。
②現在の図書館システムにおいて、ＴＲＣＭＡＲＣを使用したデータが約２５６万点
蓄積されているため、他社が作成しているＭＡＲＣに変更した場合、データ修正の
ために既存の２５６万点を超える図書館資料すべてのＩＣタグデータの置き換えが
必要となり、これには莫大な費用、労力及び休館日が必要になる。
③現在利用しているＴＲＣＭＡＲＣに不都合がない。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

18 社会教育課
令和３年度
「子ども科学体験推進事業」運営委
託業務

令和3年4月1日
大分市明野南１丁目３４－２４
一般社団法人大分科学普及会

36,120,217  円

①当事業は、子どもたちの科学や技術への興味・関心を一層高めるため、気軽
に科学や技術に触れられる機会を持続的に提供するとともに、子どもたちの将来
における自己実現を支える教育の推進を目指すものである。
②当事業において実効性の高い安定した運営を図るため、教育庁ホームページ
において公募し企画コンペを実施した。
③審査会で選定した左記の者と契約することが妥当であると判断し、契約した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

19 九重青少年の家
令和３年度
浄化槽維持管理業務委託契約

令和3年4月１日
大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇４９番地の１
２
株式会社　玖珠環境センター

1,079,100  円

①本業務は、九重青少年の家の浄化槽維持管理を行うものである。
②これを行うためには、株式会社　玖珠環境センターとの業務委託契約が必要で
ある。
③九重町管内で浄化槽の清掃業務を行うためには、九重町の許可を得なければ
ならず、現在許可を受けているのは株式会社　玖珠環境センター１者のみであ
る。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

20 歴史博物館
令和３年度
宇佐風土記の丘除草業務委託

令和3年4月１日
宇佐市大字高森２５６５－１
風土記の丘グリーンアソシエイト

2,867,700  円

　本業務は宇佐風土記の丘の除草業務を行うものである。
当該団体は地元風土記の丘の快適な環境と景観作りを目的として設立された団
体であるため、性質（設立趣旨・運営方針等）上、時価に比して著しく有利な価格
で契約を締結することが可能である。
　根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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21 義務教育課
令和３年度
国語問題データベース問題作成等委
託契約

令和3年4月1日
東京都北区堀船二丁目１７番１号
東京書籍株式会社

6,385,280  円

①本事業は、県内の各中学校が、配信された国語問題を活用できるシステムを
提供するものである。
②本業務を委託するにあたり、公募による提案競技を行い、審査委員会において
審査した結果、東京書籍株式会社と契約したもの。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

22 義務教育課
令和３年度
社会問題データベース問題作成等委
託契約

令和3年4月1日
東京都北区堀船二丁目１７番１号
東京書籍株式会社

6,385,280  円

①本事業は、県内の各中学校が、配信された社会問題を活用できるシステムを
提供するものである。
②本業務を委託するにあたり、公募による提案競技を行い、審査委員会において
審査した結果、東京書籍株式会社と契約したもの。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

23 義務教育課
令和３年度
数学問題データベース問題作成等委
託契約

令和3年4月1日
東京都北区堀船二丁目１７番１号
東京書籍株式会社

6,385,280  円

①本事業は、県内の各中学校が、配信された数学問題を活用できるシステムを
提供するものである。
②本業務を委託するにあたり、公募による提案競技を行い、審査委員会において
審査した結果、東京書籍株式会社と契約したもの。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

24 義務教育課
令和３年度
理科問題データベース問題作成等委
託契約

令和3年4月1日
東京都北区堀船二丁目１７番１号
東京書籍株式会社

6,385,280  円

①本事業は、県内の各中学校が、配信された理科問題を活用できるシステムを
提供するものである。
②本業務を委託するにあたり、公募による提案競技を行い、審査委員会において
審査した結果、東京書籍株式会社と契約したもの。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

25 義務教育課
令和３年度
英語問題データベース問題作成等委
託契約

令和3年4月1日
東京都北区堀船二丁目１７番１号
東京書籍株式会社

6,385,280  円

①本事業は、県内の各中学校が、配信された英語問題を活用できるシステムを
提供するものである。
②本業務を委託するにあたり、公募による提案競技を行い、審査委員会において
審査した結果、東京書籍株式会社と契約したもの。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



教育庁 随意契約件数 91 件                                 金額 850,910,602  円
契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地及び名称 契約金額 随意契約理由及び地方自治法施行令適用条項

26 義務教育課
令和３年度
大分県学力定着状況調査委託（質問
紙調査）

令和3年4月1日
福岡県福岡市中央区薬院一丁目１７番２８
号
東京書籍株式会社　九州支社

8,384,200  円

①本事業は、県内の児童生徒の学習状況及び生活状況等の調査を行うもので
ある。
②本業務を委託するにあたり、公募による提案競技を行い、審査委員会において
審査した結果、東京書籍株式会社九州支社と契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

27 義務教育課
令和３年度
新時代の学びを支える先端技術活用
支援事業委託

令和3年4月16日
東京都千代田区神田神保町三丁目１０番
地
株式会社ブレーンネット

7,414,000  円

①本事業は、子どもの学習に対する興味関心を高め情報活用能力等の育成を
図るため、ＩＣＴアドバイザーを配置することにより、効果的・効率的なＩＣＴ活用の
在り方等の研究を行いその成果を普及することにより、県内の各学校におけるＩＣ
Ｔ活用の取組を支援するものである。
②本業務を委託するにあたり、公募による提案競技を行い、審査委員会において
審査した結果、株式会社ブレーンネットと契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

28 義務教育課
令和３年度
指導者用デジタル教科書学習者用デ
ジタル教科書教材付き購入契約

令和3年4月16日
大分市萩原四丁目７番２６号
大分図書株式会社

7,886,142  円

①本事業は、小・中学校での主体的・対話的で深い学びを推進するため、授業の
イノベーションを促すフロンティア校においてＩＣＴ活用による授業改善等を実施す
るものである。
②デジタル教科書については、都道府県におおむね１ヶ所ある教科書供給会社
しか購入できず、かつ定価販売である。
③大分県内における当該物品の販売店は、大分図書株式会社のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

29 芸術緑丘高等学校 グランドピアノ売却契約 令和3年4月30日
大分市金池南１丁目２番１２号
株式会社ミュージックストアナガト

1,350,000  円

➀本業務は、グランドピアノの売却を行うものである。
②これを行うためには、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提
供に係る競争入札に参加する者に必要な資格が必要である。
③大分市内でヤマハのピアノを取り扱っており、上記の資格を有する３者から見
積金額を比較した結果、株式会社ミュージックストアナガトに決定した。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

30 玖珠美山高等学校
令和３年度大分県立玖珠美山高等
学校浄化槽維持管理委託業務契約

令和3年4月1日
玖珠郡玖珠町大字塚脇４９番地の１２
株式会社　玖珠環境センター

1,155,336  円

①本業務は、浄化槽の清掃・維持管理等を行うものである。
②これを行うためには、玖珠町の清掃業許可が必要である。
③上記許可を有する者は株式会社玖珠環境センターのみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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31 盲学校 令和３年度　教科書購入 令和3年4月1日
大分市中央町２丁目７－２９
株式会社　晃星堂書店

2,732,806  円

①本業務は、教科書の購入を行うものである。
②教科書の価格は文部科学大臣が認可して定価を定めている。
③教科書は、教科書取扱書店で取り扱っており、どの取扱書店でも同一価格で
ある。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

32 竹田支援学校
令和３年度
竹田支援学校
ジャンボタクシー増便
送迎委託業務契約

令和3年4月2日
竹田市大字会々２３３２番地１
有限会社　竹田タクシー協会

2,789,220  円

①本業務は、スクールバス通学時のコロナ感染拡大防止等を主な
目的として運行を行うものである。
②これを行うためには、通常便のジャンボタクシーに加え、臨時のジャンボタク
シーの増便が必要である。
③一般競争入札を行ったが入札者がいなかったため、昨年度、タクシーチケット
による運行実績があるとともに近隣で対応が可能なものは、竹田タクシー協会の
みである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
⑤単価契約：7,700円(A)   /10,175円(B)   /7,700円（C）

33 教育デジタル改革室
大分県教育委員会システム等運用
保守業務委託契約

令和3年4月30日
大分市大字中戸次４５７－１
株式会社クリエイティブテクノロジー

1,217,700  円

①本業務は大分県教育委員会で日常的に利用されている各種システム、各種の
クラウド系サービス及び多機能型情報端末の運用保守を委託するもの。
②４月末までの契約満了に伴い、令和3年4月21日に一般競争入札を実施したと
ころ、不落札となり契約相手が決定しなかったため、5月に別途一般競争入札を
実施することとなった。
③それまでの期間、システム等に障害が発生した際、遅滞なく運用保守を実施で
きるのは現行契約業者の株式会社クリエイティブテクノロジーしかないため、随意
契約を締結するもの。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

34 教育デジタル改革室
教員用タブレット端末設定変更作業
委託契約

令和3年5月19日
大分市東春日町１７－１９
大分ソフィアプラザビル
ミカサ商事株式会社大分営業所

2,194,500  円

①本業務は、１人１台端末として整備した生徒用タブレット端末の予備機を教員
用として再設定し県立学校へ配備するもの。
②再設定には、フィルタリングソフト（i-filter）の設定解除やそのライセンス数の管
理、また管理ソフト（MDM）での各校ごとの設定変更等、作業が複雑かつ多岐に
亘る。
③新型コロナウイルスの感染拡大による休校が懸念されるなか、オンライン授業
が円滑に実施されるよう教員用タブレットを速やかに配備するためには、生徒用・
教員用端末及びフィルタリングソフトの納入・設定を実施し、設定内容に精通した
ミカサ商事㈱以外にないため、随意契約するもの。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

35 社会教育課
大分県立図書館サービス業務委託
契約

令和3年5月14日
東京都文京区大塚3丁目1番1号
株式会社図書館流通センター

192,060,000  円

①本業務は、大分県立図書館の貸出しカウンター等の運営にあたり、民間事業
者の有する知識やノウハウを活用することで、効果的、効率的な業務を進めるこ
とによる利用者サービスの向上を図るものである。
②大分県立図書館の基本方針や業務の重要性を理解し、利用者サービスの向
上に資する業者を選定する必要があるため、提案競技により業者を選定した。
③審査委員会で決定した左記の者と契約することが妥当であると判断し、契約し
た。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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36 義務教育課
令和３年度
保育コーディネーター養成事業委託
契約

令和3年4月1日
大分市大津町２丁目１番４１号
大分県保育連合会

4,985,454  円

①本事業は、保育所及び認定こども園等において、特別な配慮が必要な児童や
家庭に応じた専門的な支援を行うとともに、関係機関と連携して適切な時期に適
切な支援を行うことができる医療・保健等に精通した「保育コーディネーター」の
養成を行うものである。
②県内において認可保育所で構成する団体等で、保育コーディネーターの養成・
登録・管理・活用など運営に関する知識・技術を有するのは、大分県保育連合会
のみである。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

37 義務教育課

令和３年度
幼保連携型認定こども園「新規採用
保育教諭研修」及び「中堅保育教諭
等資質向上研修」事業委託契約

令和3年4月1日
別府市大字北石垣８２
学校法人別府大学

1,726,060  円

①本事業は、幼保連携型認定こども園の新規採用保育教諭・中堅保育教諭に対
する研修を行うものである。
②幼保連携型認定こども園の現状や課題などを十分に把握し、高度な専門的知
識を持つ人材を有するとともに、堅実な研修実施体制を確保できる保育士養成
施設である学校法人別府大学への委託が効果的かつ効率的であるため。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

38 義務教育課
令和３年度
大分県保育士等キャリアアップ研修
事業委託契約

令和3年4月1日
別府市大字北石垣８２
学校法人別府大学

3,766,580  円

①本事業は、保育士等キャリアアップ研修ガイドラインに基づく研修を行うもので
ある。
②教育・保育の現場に精通し、高度な専門的知識を持つ人材を有するとともに、
堅実な研修実施体制を確保できる保育士養成施設である学校法人別府大学へ
の委託が効果的かつ効率的であるため。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

39 義務教育課
令和３年度
保育所職員研修事業委託契約

令和3年4月1日
大分市大津町２丁目１番４１号
大分県保育連合会

2,500,600  円

①本事業は、保育所職員の資質の向上を図ることを目的に研修を行うものであ
る。
②保育研修に関する種々の技術と情報、人材を有するとともに、県下の児童福
祉施設として認可されている保育所やへき地保育所が加入している統一的団体
である大分県保育連合会への委託が最も効果的かつ効率的であるため。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

40 義務教育課
令和３年度
オンライン研修システム利用契約

令和3年4月30日
神奈川県鎌倉市苗田6丁目20番25号
株式会社保育のデザイン研究所

2,090,000  円

①本業務は、園にいながらにして受講できるオンライン研修を配信し、効率的な
研修の実施とその効果を検証するものである。
②キャリアステージに応じた研修のラインアップ、専門性の高い講師陣の講座、
日々の保育に生かせる演習メニューが組み込まれている研修映像と資料をイン
ターネット上で提供している者は、株式会社保育のデザイン研究所のみである。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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41 大分豊府中学校
令和3年度
物品購入契約
（デジタル教科書購入）

令和3年4月12日
大分市中央町2丁目7番29号
株式会社　晃星堂書店

3,426,170  円

①本業務は、デジタル教科書購入を行うものである。
②大分県の教科書取扱店である大分図書株式会社から指定を受けている本校
の書店は、株式会社晃星堂書店の一者のみである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

42 高校教育課 スポーツ課題解決教材購入契約 令和3年6月15日

東京都港区南青山２－２７ー２８　グラン青
山１１０
株式会社
ＳＴＥＡＭ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

2,595,120  円

① 本業務はスポーツ問題解決教材の利用契約を行うものである。
② 本ソフトウェアはスポーツシーンにおける課題解決をテーマに、各スポーツ界
と協働で開発されたプログラムであり、スポーツとプログラミングを結びつけ、探
究的な学びを深まる上で有意なプログラムである。また、県内高校での利活用の
希望も多いため、本プログラムの導入を決定した。
③ 上記プログラムを提供しているのは株式会社　ＳＴＥＡＭ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒ
ｙのみである。
④ 根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

43 高校教育課
ビッグデータ活用ソフト（観光予報プ
ラットホームＤＳ）購入契約

令和3年6月18日
大分県大分市金池町１－１－１７
株式会社ＪＴＢ　大分支店

9,259,800  円

① 本業務はビッグデータ活用ソフト（観光予報プラットホームＤＳ）の利用契約を
行うものである。
② 本ソフトウェアは経済産業省のＲＥＳＡＳや政府統計ｅ-ＳＴＡＴ、宿泊者実績等
の観光に特化したデータを一元的に利用でき、探究的な学びを深める上で有意
なソフトウェアである。また、県内高校での利活用の希望も多いため、本ソフトウェ
アの導入を決定した。
③ 上記プログラムを提供しているのは株式会社ＪＴＢ　大分支店である。
④ 根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

44 福利課
県立学校職員定期健康診断（結核検
診）委託契約（単価契約）

令和3年4月2日
大分市大字駄原２８９２番地の１
公益財団法人 大分県地域保健支援セン
ター

4,372,537  円

①法令に基づき行う健康診断である。
②業務の専門性、特殊性及び日程から、業務を受託できる検診機関は当団体し
かない。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：胸部デジタル撮影1,166.0 円／胸部デジタル撮影（同一人物２枚目
以降）3,272.5円

45 福利課
県立学校教職員定期健康診断業務
委託契約（単価契約）

令和3年6月1日
大分市大字宮崎１４１５番地
大分県地域成人病検診センター

33,795,715  円

①法令に基づき行う定期健康診断で、県内各地を巡回しながら健診業務を行うも
のである。
②業務の専門性、特殊性及び日程から、業務を受託できる健診機関は当団体し
かない。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2
④単価契約：330円／身体計測　他1５検査項目
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46 福利課
教育庁職員定期健康診断業務委託
契約（単価契約）

令和3年6月1日
大分市大字宮崎１４１５番地
大分県地域成人病検診センター

5,402,298  円

①法令に基づき行う定期健康診断で、県内各地を巡回しながら健診業務を行うも
のである。
②業務の専門性、特殊性及び日程から、業務を受託できる健診機関は当団体し
かない。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：330円／身体計測　他16検査項目

47 福利課
乳がん検診業務委託契約（単価契
約）

令和3年6月28日
大分市大字駄原２８９２番地の１
公益財団法人 大分県地域保健支援セン
ター

6,449,251  円

①教育庁・県立学校に勤務する女性職員に対し行う健診業務である。
②業務の専門性、特殊性から、日程に対応できる検査体制を備える県内唯一の
業者である。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：乳がん検診（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ１方向）4,510円／ＣＣ方向追加撮影1,947
円

48 福利課
子宮頸がん検診委託契約（単価契
約）

令和3年6月28日
大分市大字駄原２８９２番地の１
公益財団法人 大分県地域保健支援セン
ター

3,792,800  円

①教育庁・県立学校に勤務する女性職員に対し行う健診業務である。
②業務の専門性、特殊性から、日程に対応できる検査体制を備える唯一の業者
である。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：子宮頸がん検診（子宮頸部細胞診検査）　4,400円

49 学校安全・安心支援課 学校防災士養成研修委託業務 令和3年6月1日
大分県大分市大字羽田648-1
特定非営利活動法人 大分県防災活動支
援センター

1,756,150  円

　本契約は、学校防災士を養成する事業である。当該法人は県内で唯一、防災
士養成研修を実施している団体である。また本課で実施している「実践型防災訓
練推進事業」や「学校防災出前講座」等の事業を通じて教職員や児童生徒に対
する防災対策や防災教育の実践経験も豊富であることから、本事業を効果的か
つ公立的に実施できるのは当該法人だけであるので、特定非営利活動法人大分
県防災活動支援センターと随意契約を行うものである。

　根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

50 学校安全・安心支援課 hyper-Qu実施業務委託 令和3年6月1日
東京都文京区大塚１丁目４番１５号
株式会社　図書文化社

1,542,700  円

　本契約は、hyper-QUを用いて実施をする事業である。hyper-QUは、株式会社
図書文化社が発行している心理検査であり、株式会社図書文化社を通じてのみ
の取扱を行っている。また、本契約で必要な生徒が実施したhyper-QUの採点業
務を行うことができるのも株式会社図書文化社のみであるので、株式会社図書
文化社と随意契約を行うものである。

　根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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51 社会教育課
令和３年度「学びのステップアップア
ドバイザー」委託業務

令和3年6月1日
大分市花園２丁目１１番４２号
認定NPO法人
地域の宝育成支援センター

2,516,000  円

①本業務は、高等学校中卒者等「学び直し」を必要とする人々に対して学習指導
及び進路指導を行うものである。
②より実施効果の高い安定した運営を図るため、企画コンペを実施した。
③審査委員会で決定した左記の者と契約することが妥当であると判断し、契約を
行った。
④根拠法令：地方自治法167条の2第1項第2号

52 社会教育課
令和３年度女性の地域活動活性化
支援事業委託業務

令和3年6月10日
大分市東春日町１番１号NS大分ビル２階
一般社団法人
大分県地域婦人団体連合会

3,270,524  円

①本業務は多様化する地域課題を住民主体で解決する仕組みをつくるため、地
域づくりの実践に関する研修会の開催や女性リーダーの育成など、女性団体の
活動の充実に向けた取組を支援することを目的とする。
②より効果の高い事業実施を図るため、企画コンペを実施した。
③審査委員会で決定した左記の者と契約することが妥当と判断したため、契約を
行った。
④根拠法令：地方自治法167条の2第1項第2項

53 義務教育課
令和３年度
大分県子育て支援員研修事業委託
契約

令和3年6月1日
福岡市博多区上呉服町１０－１０
株式会社テノ．サポート

3,809,800  円

①本事業は、保育業務及び子育て支援分野の各事業等に従事することを希望す
る者に対し、子育て支援員研修を実施し、これらの支援の担い手となる子育て支
援員の養成、資質の確保を図るものである。
②本業務を委託するにあたり、公募による提案競技を行い、審査委員会において
審査した結果、株式会社テノ．サポートと契約したもの。
③地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

54 大分豊府高等学校
令和3年度
物品購入契約
（デジタル教科書）

令和3年6月23日
大分市中央町2丁目7番２９号
株式会社　晃星堂書店

2,402,400  円

①本業務は、デジタル教科書購入を行うものである。
②これを行うためには、教科書を取扱う書店が必要である。
③大分県の教科書取扱店である大分図書株式会社から指定を受けている本校
の書店は株式会社晃星堂書店のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

55 高校教育課
スタンフォード大学遠隔講座委託業
務

令和3年4月30日
601 Serra St C331 Stanford,CA94305-
6055
スタンフォード大学

8,852,800  円

① 本業務は、専門的な分野で世界と渡り合える人材「グローバル人材」を育成す
るため、英語による高校生向けのオンライン講座を行うものである。
② スタンフォード大学は講座のオンデマンド配信に加え、「バーチャルクラス」を
活用し、双方向でディスカッションできる場を提供しており、プログラムも大分県の
高校生向けにカスタマイズされている。
③ 上記プログラムを提供しているのはスタンフォード大学のみである。
④ 根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号
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56 高校教育課
令和３年度地域との協働による高校
魅力化推進事業業務委託

令和3年6月23日
東京都江東区新大橋３丁目６番地７号
株式会社Ｂａｒｂａｒａ　Ｐｏｏｌ

3,740,000  円

① 本業務は希望する高校において、デザイン思考を養う各種講座等の実施を行
うものである。
② 本業務を委託するにあたり、５者から企画提案を受け、選定委員会において
審査した結果、最も優れた企画提案を行った株式会社Ｂａｒｂａｒａ　Ｐｏｏｌと契約し
たもの
③ 根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号

57 高校教育課
スマート農林水産教育推進事業（ス
マートテクノロジーの学びと実践）委
託

令和3年6月30日
大分県大分市金池南１丁目５－１ コレジオ
大分５階
株式会社ザイナス

4,193,200  円

① 本業務は大分県のスマート農林水産教育推進のため、高校生等に対しＡＩセン
サー等の活用に関する各種講座及び実践・研究等の実施を行うものである。
② 本業務を委託するにあたり、１者から企画提案を受け、選定委員会において
審査した結果、最も優れた企画提案を行った株式会社Ｂａｒｂａｒａ　Ｐｏｏｌと契約し
たもの
③ 根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号

58 高校教育課
スマート農林水産教育推進事業（ス
マート技術等を活用した地域課題実
証研究）委託

令和3年6月30日
東京都江東区豊洲５丁目６－５２
株式会社オートバックスセブン

1,073,800  円

① 本業務は大分県のスマート農林水産教育推進のため、高校生等に対しドロー
ン等のＩＣＴ機器を活用した各種講座及び実践・研究等の実施を行うものである。
② 本業務を委託するにあたり、１者から企画提案を受け、選定委員会において
審査した結果、最も優れた企画提案を行った株式会社Ｂａｒｂａｒａ　Ｐｏｏｌと契約し
たもの
③ 根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号

59 福利課
令和３年度教職員等の生涯生活設
計（ライフプラン）推進事業

令和3年7月8日
大分市府内町３丁目１０番１号
公立学校共済組合大分支部

1,500,000  円

①各自の将来の生活における主体的なライフプランへの取組を支援するもので
ある。
②県教委と公立学校共済組合が相互に連携を取り実施することとされており、義
務制諸学校の教職員も対象なため契約の相手方は当団体しかない。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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60 社会教育課
県立社会教育施設への抗菌塗料施
工委託業務

令和3年7月16日
京都府宇治市大久保町旦椋９４－１
株式会社ファイン

2,769,514  円

①本業務は、新型コロナウイルス感染症対策のため、県立図書館の視聴覚ホー
ル、青少年の家のプラネタリウム室へ抗菌塗料を塗布し空気環境の改善を図る
ものである。
②部屋の特性上、作動音を発する機械設備や光触媒を必要とする抗菌材を使用
することができないため、空気中の酸素のみで作用する抗菌材を使用する必要
がある。中でも感染症対策効果が科学的に実証され、多くの実績を有する製品
は「デオファクターカーサ」のみである。
③「デオファクターカーサ」の販売及び施工は統括販売代理店である株式会社
ファイン１者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

61 義務教育課
令和３年度
小中学校英語民間テスト実施委託契
約

令和3年5月17日
東京都新宿区横寺町５５
公益財団法人日本英語検定協会

6,463,500  円

①本事業は、小中学校推進校の児童生徒一人一人の英語４機能の定着状況を
客観的に把握して分析を行い、授業改善につながる具体的方策を立て、その成
果を県内に普及していくものである。
②本業務を委託するにあたり、公募による提案競技を行い、審査委員会において
審査した結果、公益財団法人日本英語検定協会と契約したもの。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

62 大分豊府高等学校
令和3年度
物品購入契約
（デジタル教科書）

令和3年7月8日
東京都千代田区神田小川町２-３-３
数研出版株式会社
代表取締役　星野泰也

1,838,377  円

①本業務は、デジタル教科書購入を行うものである。
②これを行うためには、教科書を取扱う書店が必要である。
③大分県の教科書取扱店である大分図書株式会社から指定を受けている株式
会社晃星堂書店に取扱いがない為、出版元と契約するもの。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

63 宇佐支援学校
令和3年度
学校施設管理補助業務委託契約

令和3年4月1日
宇佐市大字四日市263-1
（公社）宇佐市シルバー人材センター

1,056,000  円

①機械警備体制と学校業務の稼働時間の円滑な引継ぎを行うものである。
②本業務においては、施設の配置や解錠施錠に必要な鍵の種別を全て把握し、
学校運営に支障が生じないよう、定められた時刻までに全て巡回する必要があ
る。
③このため契約開始日から適切に実施可能な者は、これまで継続的に受託して
いるシルバー人材センターのみである。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：4,400円/4時間

64 体育保健課

令和３年度地域部活動推進事業（ス
ポーツ庁委託事業）に係る大分県に
おける中学校運動部活動管理運営
等業務委託契約

令和3年4月1日
大分市野津原３９７番地
NPO法人七瀬の里Nクラブ

2,408,819  円

①本業務は、部活動の地域移行を進めるために、地域のスポーツ活動との連携
に関する調査研究を行うものである。
②これを行うためには、運営団体として総合型スポーツクラブが想定されている。
③上記資格や技術を有する者はNPO法人七瀬の里Nクラブのみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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65 義務教育課
令和３年度
ミュージアムを活用した美術教育実
践事業バス運送業務委託契約

令和3年8月19日
大分市大津町３－４－１３
一般社団法人大分県バス協会

4,370,234  円

①本業務は、県内小学生を対象に県立美術館を利用して鑑賞授業を実施するた
め、各学校から県立美術館まで児童・引率者を送迎するバス運送を 行うもので
ある。
②当該事業は、実施期間が長期間に渡るため、継続的かつ停滞することなく多
数のバス手配を行う必要がある。
③このため、貸切バスを所有している県内バス事業者のほとんどが加盟している
大分県バス協会と契約を行うものである。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

66 高田高等学校 令和３年度施設管理業務委託契約 令和3年4月1日
大分県豊後高田市１００７番地４
公益社団法人豊後高田市シルバー人材セ
ンター

1,064,800  円

①本業務は、高田高校内の施設管理（施設の解錠、施錠等）を行うものである
②これを行うには施設の配置、解錠、施錠に必要な鍵の種別をすべて把握し、学
校運営に支障が生じないように定められた時刻までにすべて巡回する必要があ
る。
③上記業務を適切に行えるのは継続的に契約しているシルバー人材センター以
外ない。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：４,４００円／２４２日

67
久住高原農業高等学
校

令和３年度
ドローンサッカー用機材一式購入契
約
（ＳＫＹＫＩＣＫ・ケージ・ゴール）

令和3年9月16日
別府市大字内竈１３９１番
株式会社　エー・ディー・イー 1,590,380  円

①本業務は、令和３年度大分県スマート農林水産教育事業を行うものである。
②これを行うためには、ドローンサッカー用機器一式が必要である。
③上記に必要な商品を取り扱いがある者は株）エー・ディー・イーのみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

　上記事業では農業の担い手を確保・育成するため、先進的なスマート先端技術
の開発及び開発による社会全体のイノベーションに取り組む企業と連携して、高
校生を対象とした実践的な授業等を行う。具体的には産業用ドローンの操作習得
及び農業への活用を学習していくが、産業用ドローンの操作方法は高度な技術と
専門的知識が必要なため、まずはドローンサッカー用機器でその操作方法を学
ぶために必要なもの。

68 宇佐高等学校
令和３年度
施設管理業務委託契約

令和3年4月1日
宇佐市大字四日市２６３－１　         　　　公
益社団法人　宇佐市シルバー人材センター

1,060,400  円

①本業務は、機械警備体制と学校業務の稼働時間の円滑な引継ぎを行うもので
ある。
②本業務においては、施設の配置や解錠施錠に必要な鍵の種別を全て把握し、
学校運営に支障が生じないよう、定められた時刻までに全て巡回する必要があ
る。
③このため契約開始日から適切に実施可能な者は、これまで継続的に受託して
いるシルバー人材センターのみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：4,400円/4時間



教育庁 随意契約件数 91 件                                 金額 850,910,602  円
契約担当課・所名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地及び名称 契約金額 随意契約理由及び地方自治法施行令適用条項

69 中津支援学校
令和３年度
中津支援学校施設管理業務委託

令和3年4月1日
中津市蛎瀬１３６６番地３
公益社団法人 中津市シルバー人材セン
ター

1,171,280  円

①本業務は中津支援学校において、職員の勤務時間外における電話・来客対応
及び解施錠等の業務を委託するものである。
②これを行うためには、委託期間初日から施錠すべき学校施設とそれに対応す
る鍵ををすべて把握し、時間内に見回り、また教職員・児童生徒及び学校関係者
に適切に対応できることが必要である。
③上記業務ができるのは、これまで継続的に受託している公益社団法人中津市
シルバー人材センター以外にないため。
④根拠法令　  地方自治法施行令第167条の2第１項第2号
⑤単価契約　４，８４０円／日

70 教育デジタル改革室
市町村統合型校務支援システムIaaS
利用契約

令和3年8月31日
大分市東春日町17番57号
株式会社オーイーシー 7,850,612  円

①令和3年度より市町村統合型校務支援システムが稼働を始める。
本契約は、新たな大分県総務事務システムを使用するために豊の国IaaS環境利
用契約をするもの。
②これを行うためには、信頼性の高いIaaSサービスを提供している必要がある。
③信頼性の高いIaaSサービスを提供しているのは前記事業者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

71 教育デジタル改革室
令和３年度Active Directoryサーバ賃
貸借等契約

令和3年9月30日
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番1
号
東京センチュリー株式会社

814,440  円

①本件は、県立学校教職員の１人１台パソコン利用に係る管理機器として、平成
28年度に導入し、令和3年9月30日付けで満了するため、引き続き新規契約を行
うもの。
②当該機器については、今後も継続して保守ができるとともに、新規に調達を行
うよりも再リースを行うほうが安価になり経済的であるため、引き続き賃貸借する
必要がある。
③上記資格を有するのは、現行契約業者の東京センチュリー㈱のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

72 教育財務課
高校生等通学時臨時バス運行委託
業務

令和3年8月27日
大分市大津町３－４－１３
一般社団法人大分県バス協会

26,076,600  円

・本業務は、高校生等を対象に、通学時における新型コロナウイルス感染症拡大
防止を目的として、特に混雑が予想されるＪＲ九州の運行区間について臨時バス
の運行を行い、電車内の３密解消を図るものである。
・契約期間中、多数のバスを継続的かつ停滞することなく手配しなければならな
い。単独の業者では対応は難しく、これに対応できるのは、貸切バスを所有する
県内バス事業者のほとんどが加盟している大分県バス協会のみである。
・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

73 体育保健課

令和３年度地域部活動推進事業（ス
ポーツ庁委託事業）に係る大分県に
おける中学校運動部活動管理運営
等業務委託契約

令和3年4月1日
豊後大野市朝地町坪泉４９４番地
NPO法人　朝地フレンドクラブ

2,395,629  円

①本業務は、部活動の地域移行を進めるために、地域のスポーツ活動との連携
に関する調査研究を行うものである。
②これを行うためには、運営団体として総合型スポーツクラブが想定されている。
③上記資格や技術を有する者はNPO法人朝地フレンドクラブのみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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74
人権教育・部落差別解
消推進課

令和３年度
人権啓発ドラマ制作業務委託契約

令和3年9月17日
大分市春日浦８４３－２７
株式会社　トスプロ

1,754,500  円

①本業務は、部落差別問題にかかる教材制作を行うものである。
②本業務を委託するにあたり、3者から企画提案を受け、審査委員会において審
査した結果、最も優れた企画提案を行った株式会社トスプロと契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

75 文化課

都市計画道路庄の原佐野線（下郡遺
跡群第１５０次調査）及び荷揚町広場
整備（府内城・城下町第３３次調査）
埋蔵文化財発掘調査支援業務委託

令和3年9月24日
大分市西新地一丁目１番１－４９
有限会社　九州文化財リサーチ

20,350,000  円

①本業務は、道路建設及び広場整備に係る発掘調査の支援業務を行うものであ
る。
②本業務は専門的な知識・技術等が必要とされる業務であるため指名競争入札
を実施したが、不調となった。
③本業務は道路建設及び広場整備の早期実施のため、速やかに対応しなけれ
ばならなかった。そのため応札者のうち希望者から見積りを聴取し、最低見積価
格を提出した左記業者と随意契約を行った。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

76 体育保健課
令和３年度スクエアステップエクササ
イズ指導者養成講習会講習会運営
委託

令和3年9月29日

茨城県つくば市天久保２丁目１４－２つくば
イーストビル３０２　（株）THF内
特定非営利活動法人 スクエアステップ協
会

1,320,550  円

①本事業はスクエアステップ指導者養成講習会を行うものである。
②これを行うためにはスクエアステップエクササイズについての高い知識や技術
を有し、認定証を発行できる必要がある。
③上記の技術等を有しているのはスクエアステップ協会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

77 義務教育課
令和３年度
大分県保育士等キャリアアップ研修
（eラーニング）事業委託契約

令和3年9月10日
東京都中野区中野４－１１－１０
株式会社東京リーガルマインド

4,559,500  円

①本事業は、初任後から中堅までの保育士等の処遇改善の円滑な実施と、処遇
改善等加算の要件となるキャリアアップ研修を実施するため、新型コロナウイル
ス感染症への感染リスクを回避した受講機会の提供を行うものである。
②本業務を委託するにあたり、公募による提案競技を行い、審査委員会において
審査した結果、株式会社東京リーガルマインドと契約したもの。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

78 宇佐産業科学高等学校
令和３年度
学校施設管理業務委託契約

令和3年4月1日
宇佐市大字四日市２６３－１
公益社団法人 宇佐市シルバー人材セン
ター

1,060,400  円

①本業務は、機械警備体制と学校業務の稼働時間の円滑な引継ぎを行うもので
ある。
②本業務においては、施設の配置や解錠施錠に必要な鍵の種別を全て把握し、
学校運営に支障が生じないよう、定められた時刻までに全て巡回する必要があ
る。
③このため契約開始日から適切に実施可能な者は、これまで継続的に受託して
いるシルバー人材センターのみである。
④法令根拠：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：4,400円/4時間
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79 福利課
情報機器（ＶＤＴ）作業健康診断業務
委託契約

令和3年11月24日
大分市府内町３丁目１０番１号
公立学校共済組合大分支部

2,420,000  円

①教育庁・県立学校に勤務し、情報機器（ＶＤＴ）作業を行う職員に対し県内各地
を巡回しながら健診業務を行うものである。
②業務の専門性、特殊性及び日程から、業務を受託できる検診機関は当団体し
かない。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：１件当り4,400 円

80 教育センター
大分県教職員研修支援システム機
能改修業務委託契約

令和3年11月15日
大分市金池町3-3-11金池MGビル
株式会社エイビス

1,754,500  円

本システムは、他県教育センターで使用している「研修システム」パッケージを
ベースに、令和２年度に大分県教育委員会向けにカスタマイズしたＷｅｂシステム
であり、その設計や開発及び導入までの一連の作業を株式会社エイビスで委託
開発されたものである。そのため今回のシステム不具合を解消するには、開発委
託業者でないとシステムの分析や対応ができないため、令和２年度の開発委託
業者である株式会社エイビスと随意契約を締結するもの。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

81 教育デジタル改革室 ソフト教材（デジタル指導書）　一式 令和4年1月20日
大分市萩原４丁目７番２６号
大分図書株式会社

1,306,800  円

①本業務は、県立学校数学科教員が課題、小テスト等の問題作成に活用してい
るソフトウェア（StudyAid）を、毎年３月にリリースされる最新バージョンへ更新す
るため、購入するもの。
②当該ソフトウェア（StudyAid）の購入には、製造元（数研出版㈱）が指定する取
扱販売店から購入する必要がある。
③大分県内での取扱販売業者は大分図書株式会社のみである。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

82 教育財務課
県立高等学校等通学時感染防止対
策事業に係る臨時バス運行委託業
務

令和4年1月19日
大分市大津町３－４－１３
一般社団法人大分県バス協会

35,437,760  円

①本業務は、高校生等を対象に、通学時における新型コロナウイルス感染症拡
大防止を目的として、特に混雑が予想されるＪＲ九州の運行区間について臨時バ
スの運行を行い、電車内の３密解消を図るものである。
②契約期間中、多数のバスを継続的かつ停滞することなく手配しなければならな
い。単独の業者では対応は難しく、これに対応できるのは、貸切バスを所有する
県内バス事業者のほとんどが加盟している大分県バス協会のみである。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

83 体育保健課 令和3年度物品購入契約 令和4年2月2日
宇佐市上田１７７０－１
株式会社ワタナベ

4,406,710  円

①本業務は抗原検査キットを購入するものである。
②新型コロナウイルス感染症の急拡大のため、早急に抗原検査キットを購入す
る必要がある。
③早急に納品できる者は株式会社ワタナベのみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
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84
宇佐産業科学高等学
校

令和3年度
ドローンサッカー機器購入契約

令和4年1月7日
別府市大字内竈１３９１
株式会社エー・ディー・イー

1,709,895  円

①本業務はシン・うささんプロジェクトと題し、学校の魅力化特色化のため、ドロー
ンを活用した様々な取り組みを実施するものである。
②これを行うためには、ドローンサッカー機器が必要である。
③上記機器を販売しているのは（株）エー・ディー・イーのみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

85 教育デジタル改革室
大分県立学校校務用パソコン等賃貸
借契約（再リース）

令和4年1月28日

福岡県福岡市博多区店屋町１－３５
三菱ＨＣキャピタル株式会社　九州法人支
店

1,865,754  円

①本業務は、平成28年度のインターネット分離に伴い導入した、インターネット専
用のパソコン（校務用パソコン）やプリンター等の賃貸借契約が令和4年1月31日
付けで満了するため、1年間の再リースを行うもの。
②上記製品を引き続き賃貸借するためには、現行契約業者との契約が必要であ
る。
③上記資格を有するものは三菱HCキャピタル㈱九州法人支店のみである。
・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

86 教育デジタル改革室
インターネット仮想化システム賃貸借
契約（再リース）

令和4年2月18日
福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２
富士通リース株式会社九州支店

1,113,552  円

①本業務は、平成28年度のインターネット分離に伴い導入した、県立学校でイン
ターネットを仮想的に閲覧するための機器の賃貸借契約が令和4年2月28日付け
で満了するため、1年間の再リースを行うもの。
②上記製品を引き続き賃貸借するためには、現行契約業者との契約が必要であ
る。
③上記資格を有するものは富士通リース㈱九州支店のみである。
・地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

87 教育デジタル改革室 クラウドＵＴＭの追加利用契約 令和3年7月27日
大分市大字宮崎４１６番地
株式会社エムツーアイ 7,895,250  円

①本業務は、県立学校でのインターネット上のセキュリティ確保のため契約して
いるクラウドＵＴＭ（多層防御型セキュリティ機器）について、使用帯域の追加契
約を行うもの。
②上記契約には、現行契約業者との契約が必要である。
③上記資格を有するものは㈱エムツーアイのみである。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

88 教育デジタル改革室
大分県立学校校務支援システム改
修業務委託契約

令和3年10月12日
大分市東春日町１７番５７号
株式会社オーイーシー

1,215,500  円

①本業務は、県立学校で導入されている校務支援システムを新学習指導要領に
準じた成績処理ができるよう改修を行うものである。
②これを実施するためには、システムの構造・特性を熟知している必要がある。
③上記資格を有するものは、開発業者である（株）オーイーシーのみである
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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89 教育デジタル改革室
ＩＣＴ教育サポーター育成プラット
フォーム運営業務委託契約

令和4年3月1日
大分市東春日町５１－６
公益財団法人ハイパーネットワーク社会研
究所

97,363,152  円

①本業務は、学校現場でのICT活用を推進し授業改善を図るため、ICT教育サ
ポーターを学校現場に派遣する「ＩＣＴ教育サポーター育成プラットフォーム運営委
託業務」を委託するもの。
②本業務を委託するにあたり、4者から企画提案を受け、審査委員会において審
査した結果、最も優れた企画提案を行った公益財団法人ハイパーネットワーク社
会研究所と契約したもの。
③地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

90 大分県立図書館
大分県立図書館ブックディテクション
システム修繕作業請負契約

令和4年3月14日
福岡市南区清水２－１５－１１
丸善雄松堂株式会社　九州支店

3,278,000  円
①同社はブックディテクションシステムと連携している自動貸出機の保守作業を
実施しており、機械の互換性の観点から同社を選定した。
②根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

91 大分県立図書館
学術電子図書館KinoDenの電子書籍
購入契約

令和4年3月15日
福岡市博多区博多駅南１丁目３番１１号
株式会社紀伊國屋書店　九州営業部

1,103,489  円

①大分県立図書館が導入する電子図書館サービスは、紀伊國屋書店が提供す
るKinoDenを利用することから、同社が提供する電子書籍を購入する必要がある
ため。
②根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号


