
総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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 行政企画課
令和３年度
行財政情報サービス「iJAMP」利用契
約

令和3年4月1日
東京都中央区銀座5丁目15番8号
株式会社　時事通信社

27,939,120  円

①本業務は、公務員向けに特化して取材・執筆された専門性の高い行財政
ニュース、官庁の人事データ、地方行財政調査会等の資料、過去蓄積されてきた
貴重なデータや迅速なニュースの提供を受けるものである。
②データ等の提供を受けるためには、「iJAMP」の利用契約が必要である。
③上記を提供できる者は、株式会社　時事通信社のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2 行政企画課
令和３年度
包括外部監査契約

令和3年4月1日
大分市南春日町6番45－112号
川野　嘉久

13,890,800  円

①本業務は、地方公共団体の監査機能の専門性・独立性を強化するとともに、
地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼を高めるため、一定の資格等を
有する外部の専門家と契約し、監査を受けるものである。
②契約を締結できる者は、行政運営に優れた識見を持ち、かつ、公認会計士等
の資格を有する者から、監査委員の意見を聴き、議会の議決を得て決定したもの
である。
③公認会計士であり、過去に大分県の包括外部監査において補助人としての経
験がある川野嘉久氏と契約を締結した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

3 電子自治体推進室
大分県ICT活用業務効率化推進事業
AI-OCRツールの移行作業等業務委
託

令和3年4月1日

大分市長浜町3丁目15番7号
NTT西日本・NTTフィールドテクノ共同企業
体　代表構成員
西日本電信電話株式会社　大分支店

3,410,000  円

①本業務はR元年度、Ｒ２年度に導入したＲＰＡの稼働を安定的に運用するため
のサポート業務を行うものである。
②これを行うためには、ＲＰＡ業務を熟知し、かつ現行の仕組みを熟知している必
要がある。
③上記技術を有する者は、開発元である西日本電信電話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

4 電子自治体推進室
大分県総務事務システム運用保守
業務委託

令和3年4月1日
福岡県福岡市博多区店屋町5番18号
富士電機株式会社　九州支店

24,601,280  円

①本業務は大分県総務事務システムの運用保守にかかる運用監視、障害管
理、問い合わせ対応、及びセキュリティ管理等の作業を委託するもの。
②これを行うためには当該システムに精通し、細部まで熟知している必要があ
る。
③上記の条件を満たすのは開発元である富士電機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



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

5 電子自治体推進室
大分県電子申請ＡＳＰサービス提供
業務

令和3年4月1日
北海道札幌市中央区北1条西6丁目1-2
株式会社HARP

24,124,320  円

①本業務は、「大分県電子申請等受付システム」サービスの提供をうけるもので
ある。
②このシステムを利用するには県民に利用ＩＤ、パスワードを発行し、それを継続
して利用してもらう必要がある。
③上記条件を満たすには株式会社HARP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

6 電子自治体推進室
令和３年度データセンター施設賃貸
借

令和3年4月1日
東京都港区東新橋1丁目9番1号
ソフトバンク株式会社

12,408,000  円

①本業務は県が運用するサーバ及びデータ通信機器等をデータセンター施設に
設置し、同施設の有するサービスの提供を受けるものである。
②電源の２重化、２４時間空調、厳重なセンター内への入退室管理、強固な耐震
設備等あらゆる災害に対応できるなど、より高度なセキュリティと堅牢なファシリ
ティの確保に加え、障害等によるネットワーク停止の際、復旧を迅速に行うには、
県内のデータセンター内に常に要員を確保し、２４時間３６５日、機器やネットワー
クの状況を監視しておく必要がある。
③上記施設を有する者はソフトバンク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

7 電子自治体推進室
大分県統合サーバ及びActive
Directory(職員認証基盤)の運用維持
管理業務委託

令和3年4月1日
大分市東春日町17番58号
富士通Japan株式会社

1,492,260  円

①本業務は統合サーバ及びActive Directory(職員認証基盤)の4月～5月の年度
更新、人事異動処理等の運用維持管理を行うものである。
②年度更新処理、人事異動による更新処理を年度末から継続して迅速かつ安定
して実施する必要がある。
③上記条件を満たす者は富士通Japan株式会社のみである。
④根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

8 電子自治体推進室
令和３年度豊の国ハイパーネット
ワーク運用管理業務

令和3年4月1日
東京都港区海岸一丁目７番１号
ソフトバンク株式会社

26,400,000  円

①本業務は県が運用するサーバ及びデータ通信機器等をデータセンター施設に
設置し、同施設の有するサービスの提供を受けるものである。
②電源の２重化、２４時間空調、厳重なセンター内への入退室管理、強固な耐震
設備等あらゆる災害に対応できるなど、より高度なセキュリティと堅牢なファシリ
ティの確保に加え、障害等によるネットワーク停止の際、復旧を迅速に行うには、
県内のデータセンター内に常に要員を確保し、２４時間３６５日、機器やネットワー
クの状況を監視しておく必要がある。
③上記施設を有する者はソフトバンク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
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9 電子自治体推進室
大分県統合利用番号連携サーバー
にかかるパッケージ及びミドルウェア
保守委託

令和3年4月1日
大分市東春日町17番58号
富士通Japan株式会社

3,740,352  円

①本業務は統合利用番号連携サーバのパッケージとミドルウェアの保守を行うも
のである。
②富士通製のパッケージソフトを核として富士通(株)にて委託開発を行ったシステ
ムに精通し、細部まで熟知している必要がある。
③上記能力を有する者は富士通Japan株式会社のみである。
④根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

10 電子自治体推進室
大分県情報システム・機器に係る開
発及び運用保守支援業務

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

10,422,399  円

①本業務は、ソフトウェア開発におけるシステム設計及びプログラミング、既存シ
ステムの仕様変更及びプログラム修正等を行うものである。
②これを行うためには、業者が変更となった場合に備えて業務引継期間が必要
である。
③上記資格や技術を有する者は株式会社オーイーシーのみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

11 電子自治体推進室
大分県職員ポータルシステム運用管
理支援業務委託

令和3年4月1日
大分市金池町３丁目３番11号
株式会社　エイビス

9,256,500  円

①本業務は、大分県職員ポータルシステムの運用監視、障害対応、問い合わせ
対応及びデータメンテナンス等、本システムの円滑かつ安定した運用を確保する
ために行うものである。
② 本システムの運用管理支援にあたっては、一体型ポータルとして大分県独自
仕様を満たすために機能の開発や設定組み込みなどを把握している必要があ
る。
③ 上記技術を有する者は、大分県の独自仕様の開発に携わっている（株）エイ
ビスのみである。
④　地方自治法施工令第167条の2第1項第2号

12 電子自治体推進室
グループウェア利用に係るリモートア
クセスシステム機能拡張部分に関す
る保守運用委託契約

令和3年4月1日
大分市金池町3-3-11
株式会社エイビス

4,583,040  円

①本業務はグループウェア利用に係るリモートアクセスシステムの拡張機能に関
する保守運用委託業務である。
②本体及び拡張システムの構成や設定を熟知している必要がある。また、障害
等が発生した際に、迅速に原因の切り分けを行い対応できる必要がある。
③上記条件を満たす者は株式会社エイビスのみである。
④根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号
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13 人事課
大分県人事管理システム運用保守
業務委託契約

令和3年4月1日
大分市東春日町１７－５７
株式会社オーイーシー

7,661,500  円

・本業務は、令和元年度に同社にてパッケージソフトをベースに大分県向けにカ
スタマイズするため、その設計、構築から導入までの一連の開発を委託したシス
テムの運用保守委託業務である。
・システムの運用に際し、システム不具合の対応や軽微な変更等、早急に対応す
る必要があるため、パッケージソフトの著作権を有する開発業者である同社と随
意契約を締結するもの。
・根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

14 人事課
大分県職員健康管理システム利用
契約

令和3年4月1日
福岡県福岡市早良区百道浜二丁目４番２７
号
株式会社　麻生情報システム

1,354,320  円

①本業務は、「大分県職員健康管理システム」の利用に関するものである。
②上記システムは（株）麻生情報システムのパッケージソフトであり、他社が行う
ことができないものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

15 税務課
令和３年度県税収納金搬送業務委
託

令和3年4月1日
大分市金池町２丁目１１番１号
日本通運株式会社　大分支店

2,481,600  円
競争入札及び再度の競争入札でも落札者がなかったため。
地方自治法施行令第167条の2第１項第8号

16 税務課
令和３年度「たばこ流通情報管理シ
ステム」運用業務委託

令和3年4月1日
東京都千代田区一番町25番地
地方公共団体情報システム機構

1,357,840  円

当該業務は電算処理システムを開発した当該機構に各都道府県が共同で委託
しており、当該機構のみが履行可能であり、他業者との競争には適さず、契約の
性質又は目的が競争入札に適さないため。
地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

17 税務課
令和３年度「軽油流通情報管理シス
テム」運用業務委託

令和3年4月1日
東京都千代田区一番町25番地
地方公共団体情報システム機構

3,915,560  円

当該業務は電算処理システムを開発した当該機構に各都道府県が共同で委託
しており、当該機構のみが履行可能であり、他業者との競争には適さず、契約の
性質又は目的が競争入札に適さないため。
地方自治法施行例第167条の2第1項第2号
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18 税務課
令和３自動車登録・検査情報都道府
県提供業務

令和3年4月1日
東京都千代田区一番町25番地
地方公共団体情報システム機構

4,201,555  円

【単価契約】１１．５５円／件
当該業務は電算処理システムを開発した当該機構に各都道府県が共同で委託
しており、当該機構のみが履行可能であり、他業者との競争には適さず、契約の
性質又は目的が競争入札に適さないため。
地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

19 税務課 大分県自動車税等収納事務委託 令和3年4月1日
東京都中央区日本橋本石町4丁目6番7号
地銀ネットワークサービス株式会社

12,055,187  円

平成19年度に企画提案を募集し、優れた提案を行った当該事業者と契約を締結
した。自動車税種別割のシステムは、この事業者から送信される収納データの形
態に合わせて改修されているため、この事業者と収納事務に関する委託契約を
結ぶほかはなく、他業者との競争には適さず、契約の性質又は目的が競争入札
に適さないため。
地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

20 税務課

令和３年度県民税配当割、株式等譲
渡所得割の申告手続電子化に伴う産
業廃棄物税等システム改修業務委
託

令和3年4月1日
大分市大字津留字六本松１９８１番地の６
鬼塚電気株式会社

4,400,000  円

産業廃棄物税等システムは、当該事業者への開発委託を経て、平成１７年度か
ら全面稼働している。

今回、令和３年度県民税配当割、株式等譲渡所得割の申告手続電子化に伴う
当該システムの改修作業について、定められた期限内に円滑かつ確実に実施す
る必要があるため。
地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

21 税務課

令和３年度県民税利子割等の申告
手続及び納付手続の電子化対応に
係る県税総合情報管理システム改修
業務委託

令和3年4月1日
大分市東春日町１７－５８
富士通Ｊａｐａｎ株式会社大分支社

14,069,000  円

県税総合情報管理システムは、当該事業者への開発委託を経て、平成９年度か
ら全面稼働している。

今回、令和３年度県民税利子割等の申告手続電子化に伴う当該システムの改
修作業について、定められた期限内に円滑かつ確実に実施する必要があるた
め。
地方自治法施行例第167条の2第1項第2号
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22 大分県税事務所
令和３年度軽自動車税環境性能割
申告書確認等事務委託

令和3年4月1日
大分市三佐５丁目１番２７号
一般社団法人　全国軽自動車協会連合会
大分事務所

1,966,800  円

①本業務は、軽自動車に係る自動車税環境性能割の適正な申告と事務処理の
促進を図るため、道路運送車両法に基づき、検査の申請又は届け出を行う場合
に提出する書類に添付される申告書の記載事項の確認等を委託するもの。
②一般社団法人全国軽自動車協会連合会大分事務所は、軽自動車の検査に関
する業務を行う軽自動車検査協会と同一建物内に所在し、軽自動車に関する登
録等に関する事務を行っており、納税義務者から申請される自動車税環境性能
割申告書の受付も同法人が行っている。以上のことから、本業務を円滑かつ効
果的に遂行するには、全国軽自動車協会連合会大分事務所以外にない。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

23 大分県税事務所
令和３年度自動車税環境性能割税
額一覧表磁気情報ライセンスの購入

令和3年4月1日
東京都千代田区平河町２丁目４番９号
一般財団法人　地方財務協会

1,180,536  円

①本業務は、自動車税管理室窓口等で自動車税環境性能割を検索・確認するた
めに使用する磁気情報のライセンスを購入するものである。
②自動車税環境性能割の磁気情報を取り扱っているのは、一般財団法人地方
財務協会のみである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

24 東部振興局
別府から国東半島への誘客促進事
業委託業務

令和3年4月15日
別府市京町１１－８
一般社団法人豊の国千年ロマン観光圏

4,413,123  円

　本業務で制作する動画は、東部振興局管内５市町村の観光コンテンツを含む
内容であることから、管内の広域的な観光について熟知し、専門的な視点を持っ
て制作する必要がある。当該法人においては、東部振興局管内の旅行商品開発
実績が多数あり、かつ観光プロモーション動画の制作実績もあることから、管内
のコンテンツを熟知した上で効果的に事業を実施するノウハウがあると認められ
る。
　また、動画制作及びワークショップの開催にあたっては、管内５市町村及び観光
協会等と緊密な連携が求められる。当該法人はこれまで市町村と連携して広域
観光事業に取り組んできた実績があり、市町村との連携体制はすでに構築され
ていることから、効率的な事業実施が可能である。
　さらに、本事業終了後も自主的・継続的に広域観光を推進していくことが求めら
れるが、当該法人は市町村からの負担金収入に加え、旅行商品販売等の自主
事業による収入を有しており、また、３名が専任で広域観光に取り組む体制が
整っている。
　以上のことから、本業務を円滑かつ効果的に遂行するには当該法人以外にな
い。
 根拠法令：地方自治法施行令第167号の2第1項第2号

25
東部振興局日出水利
耕地事務所

Ｒ３経営体（機）南山香計画変更資料
作成委託業務

令和3年4月27日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,080,000  円

本業務は、杵築市山香町大字野原、久木野尾における、区画整理（経営体育成
基盤整備事業）の計画変更資料を作成するものである。
当事務所管内の区画整理については、当初計画書作成を行っているが大分県
土地改良事業団体連合会はその業務を受託して行っている。
大分県土地改良事業団体連合会は、土地改良事業制度に熟知しており、経済効
果算定において、優れた情報収集、分析、効果算定能力があり、一般コンサルに
はない豊富な知識、データ及び算定技術を有しているため随意契約を締結した。
根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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 中部振興局 Ｒ3経営体柚ノ木３工区設計委託業務 令和3年4月26日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

6,930,000  円

・当該業務は換地業務に関わる区画整理設計である。
・当該区画整理設計業務は、土地改良法に規定された換地設計に密接に関連
し、換地設計と切り離して実施することは不可能であるが、換地設計そのもの
は、土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士を多く抱え、換地専門
の組織を有している必要がある。条件を満たす法人は当該連合会のみである。
・従って、当該区画整理設計業務については、当該連合会と随意契約する必要
がある。

根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

27 中部振興局
Ｒ3経営体柚ノ木４工区確定測量委託
業務

令和3年4月26日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

9,570,000  円

・当該業務は換地業務に関わる確定測量である。
・当該確定測量業務は、土地改良法に規定された換地設計に密接に関連し、換
地設計と切り離して実施することは不可能であるが、換地設計そのものは、土地
改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士を多く抱え、換地専門の組織
を有している必要がある。条件を満たす法人は当該連合会のみである。
・従って、当該確定測量業務についても、当該連合会と随意契約する必要があ
る。

根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

28 中部振興局
Ｒ３経営体柚ノ木４工区設計委託業
務

令和3年4月26日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

1,100,000  円

・当該業務は換地業務に関わる区画整理設計である。
・当該区画整理設計業務は、土地改良法に規定された換地設計に密接に関連
し、換地設計と切り離して実施することは不可能であるが、換地設計そのもの
は、土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士を多く抱え、換地専門
の組織を有している必要がある。条件を満たす法人は当該連合会のみである。
・従って、当該区画整理設計業務についても、当該連合会と随意契約する必要が
ある。

根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

29
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体（畑）竹田西部３期積算参
考資料作成委託業務

令和3年4月30日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,783,000  円

①本業務は、Ｒ３経営体（畑）竹田西部３期積算参考資料作成委託業務をおこな
うものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

30
豊肥振興局豊後大野
水利耕地事務所

R3経営体宇田枝換地委託業務 令和3年4月27日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,817,000  円

①本業務は、県営経営体育成基盤整備事業宇田枝地区において、換地業務に
関わる確定測量及び区画整理設計を行うものである。
②本業務は、大分県土地改良事業換地業務委託要綱により、市町村、土地改良
区、大分県土地改良事業団体連合会及びその他知事が適当と認めるものに委
託を行うこととされている。
③大分県土地改良事業団体連合会は、換地士がおり、これまでも換地業務の実
績があり実務に精通しているため、より円滑かつ適正な作業が確保される。その
ため、上記条件を満たすのは大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

31 市町村振興課
令和３年度市町村分普通交付税等
算定事務の電算処理委託

令和3年4月1日
東京都千代田区一番町25番地
地方公共団体情報システム機構

1,984,399  円
本業務は、総務省の定めた実施要綱に基づき、地方公共団体情報システム機構
において実施することとされているため。
地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

32 市町村振興課

令和3年度
住民基本台帳ネットワークシステムに
おける都道府県サーバ集約センター
の運用監視等に係る委託契約

令和3年4月1日
東京都千代田区一番町25番地
地方公共団体情報システム機構

6,574,857  円

①本業務は、住民基本台帳ネットワークシステムにおける都道府県サーバの適
正な運用を保つためのものである。
②これを行うためには、安定的した稼働及び障害発生時の迅速かつ的確な対応
が必要である。
③上記資格や技術を有する者は地方公共団体情報システム機構のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

33 市町村振興課

令和3年度
住民基本台帳ネットワークシステムに
おけるファイアウォールの監視及び
保守に係る委託契約

令和3年4月1日
東京都千代田区一番町25番地
地方公共団体情報システム機構

7,427,046  円

①本業務は、住民基本台帳ネットワークシステムの適正な運用を保つためのもの
である。
②これを行うためには、初期設定、機器設置、動作確認、システム管理までの作
業を一貫した体制で実施する必要がある。
③上記資格や技術を有する者は地方公共団体情報システム機構のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

34 県政情報課 文書室賞状等毛筆浄書業務 令和3年4月1日
大分市金池町３丁目２番３号
公益社団法人　大分市シルバー人材セン
ター

1,597,875  円

①本業務は、大分県庁舎内の各所属からの依頼に基づき、毛筆による賞状、封
筒記名、式次第の全文書き及び部分書き等の浄書業務を行うものである。
②納品に緊急を要する場合があるため、契約相手は常時複数名の浄書技術者
を擁しており、納期について柔軟に対応できるとともに、浄書を行う者が原稿の受
取りや成果品の引渡しを県政情報課文書室で直接行う必要がある。
③上記条件を満たす者は大分市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）○賞状　全文書き　105文字以内　　　　　3,171.3円／枚
　　　　　　　　　　　　　106文字以上135文字以内　　3,551.9円／枚
　　　　　　　　　　　　　136文字以上165文字以内　　3,809.3円／枚
　　　　　　　部分書き　肩書き（会社名等）　　　　　　　313.5円／枚
　　　　　　　　　　　　　　役職・氏名　　　　　　　　　　　　251.9円／枚
　　　　　　　　　　　　　　年月日   　　　　　　　　　　　　　101.2円／枚
　　　　　　　　　　　　　  その他（1字増すごと）　　　　　  23.1円／字
　　○慶弔袋　表書き 　毛筆　　　　　　　　　　　　　　　156.2円／枚
　　　　　　　　　　　　　　　薄墨　　　　　　　　　　　　　　　167.2円／枚
　　○式次第　全文書き　模造紙（標準サイズ）　　　4,481.4円／枚

35 県政情報課
公文書等細目入力委託業務（単価契
約）

令和3年4月1日
大分市王子新町3-4
特定非営利活動法人　大分県近現代資料
調査センター

2,799,819  円

①公文書館では、所蔵公文書の登録や検索を行うため、「大分県公文書館文書
管理システム」を導入している。本業務は、資料の閲覧申請時などの所蔵資料検
索を迅速に行うため、システム登録用データの作成を行うものである。
②当該システムへの入力項目は、文書名、文書内容の要約、差出人、文書種
類、文書種類の内訳等となっている。特に「文書名」では、標題が明記されていな
い場合は、文書の内容を読んだうえで件名を決定し、「文書内容の要約」では、書
かれている内容を簡潔にまとめて要旨を記入することとしている。さらに、「公開
非公開の別」では、住所、本籍地、氏名などの個人情報が記載されている場合は
確実にその旨を入力する必要がある。なお、明治から昭和初期の公文書には、
旧字（くずし字）で書かれた公文書が多いため、くずし字を理解できなければ各項
目は入力できない。以上のことから、簿冊内の各文書を見ながら、確実かつ迅速
に各項目の入力を行うためには、多岐にわたる行政文書の作成を経験し、個人
（機微）情報に係る知識を有するなど公文書に精通し、かつ、くずし字を理解でき
る人材を有する団体であることが必要である。
③大分県近現代資料調査センターは、元行政職員で構成される団体で、業務可
能な会員を10名程度抱えるとともに、くずし字を理解できる会員も有する。県内で
当該業務を受託できる団体はなく、当該団体が受託できる唯一の団体である。民
間企業など他に受託可能な団体はない。
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）　公文書等細目入力料　　２０３．５円／件

36 県政情報課
令和３年度大分県例規データベース
システムの使用等に関する契約

令和3年4月1日
福岡県福岡市早良区百道浜2丁目4-27AI
ビル2階
株式会社 ぎょうせい 九州支社

5,722,200  円

①全庁的に業務に使用し、対外的に公表する大分県例規データベースには、大
分県法規集と同内容で正確であること、これまでの改廃状況を含めたデータを提
供できることが求められる。また、例規には法令の引用がされているため、法令
の改廃状況とを連動させてデータを確認することが必要である。
②（株）ぎょうせいは、法令集の編纂についての専門業者であり、データベース化
に関してノウハウや実績を有している。「大分県法規集」の編纂を行っていること
から、大分県法規集と同内容のデータベースを正確に作成し、これまでの例規の
改廃状況を含めたデータベースを作成し、及び大分県の例規と法令の改廃状況
を連動させたデータを提供できるのは（株）ぎょうせいのみである。
③上記業務が可能な者は（株）ぎょうせいのみである。
④地方自治法施行令第167条の2第１項第2号



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

37 県有財産経営室
令和３年度不動産鑑定評価業務単
価契約

令和3年4月1日

大分市府内町３丁目４－２０大分恒和ビル
６階
一般財団法人日本不動産研究所大分支所
ほか
不動産の鑑定評価に関する法律第2条第3
項に規定する国土交通大臣登録及び大分
県知事登録を受け、大分県内で営業を行っ
ている不動産鑑定業者２５者

6,008,200  円

①本業務は、売却する県有地等の鑑定評価を行うもの。
②不動産鑑定業については、不動産の鑑定に関する法律により資格要件が定め
られ、業とするものが限られている。
③上記有資格業者は県内に２７者。そのうち単価契約に合意した２６者と単価契
約を締結。
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：土地の評価額と地目に応じ177,100円～1,323,300円の基本鑑定報
酬額を支払う。

38 電子自治体推進室 ファイルサーバ機器保守業務委託 令和3年4月1日
大分県大分市東春日町１７-５７
株式会社オーイーシー

9,185,000  円

①本業務は令和2年度に構築した個人用ファイルサーバの機器の保守業務を委
託するものである。
②これを行うためには、当該機器の保守業務を継続的、効果的、効率的に達成
できる高度な専門知識が必要である。
③上記技術を有する者は設計及び構築業者である株式会社オーイーシーのみ
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

39 電子自治体推進室
大分県情報システム共通基盤整備に
係るコンサルティング委託業務

令和3年5月31日
福岡県福岡市中央区天神1丁目4番2号エ
ルガーラ
有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所

27,436,145  円

①本業務は、本県が保有する情報システムの現状を調査し、課題の整理・分析、
システムの全体最適化に向けた計画と基盤となる共通プラットフォーム整備案の
策定等の委託を目的とするものである。
②事業の発注・実施にあたっては、落札金額のみによる競争入札によるのでは
なく、具体的な企画提案（基盤構築のアイデア、専門的知識や類似のコンサル
ティング実績）を比較・検討し、最も効率的・効果的と認められる企業を相手方に
契約を締結することが適当であるため、提案競技を実施し、相手方を選定したも
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

40 西部振興局
Ｒ３中山間日田２期　実施設計委託
業務

令和3年5月31日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

11,000,000  円

①本業務は、日田２期地区における鎌手工区及び町野工区の圃場整備を目的と
した設計業務を行うものである。
②本業務は、平行して行われる換地業務の換地作業と一体不可分の関係にあ
り、土地改良法等に精通し、換地の専門知識を有する換地士を多く抱え、換地専
門の組織を有し、現場の状況や登記関係並びに地元関係者に精通している必要
がある。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

41 西部振興局
Ｒ３中山間日田２期　境界測量委託
業務

令和3年5月31日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

15,400,000  円

①本業務は、日田２期地区における鎌手工区及び町野工区の圃場整備を目的と
した測量業務を行うものである。
②本業務は、平行して行われる換地業務の換地作業と一体不可分の関係にあ
り、土地改良法等に精通し、換地の専門知識を有する換地士を多く抱え、換地専
門の組織を有し、現場の状況や登記関係並びに地元関係者に精通している必要
がある。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

42 県有財産経営室
別府総合庁舎施設整備PFI等導入可
能性調査業務委託

令和3年6月7日
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
株式会社　日本経済研究所

16,478,000  円

①本業務は、別府総合庁舎の建替等を検討するにあたって、敷地内にある建物
を集約化することで生じる余剰地の活用も含めたPFI等の導入可能性を調査する
ものである。
②PFI等の最適な事業手法を検討するためには、業務に対する専門的な知識や
類似業務の実績を有する事業者に委託することが効果的である。
③提案競技の結果、最も高い評価点を獲得し、優秀と認められたのが株式会社
日本経済研究所である。
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 中部振興局
Ｒ3県計単中部地区事業計画資料作
成委託業務

令和3年6月21日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

1,595,000  円

・本業務は、水田畑地化推進基盤整備事業平石地区及び経営体津久見地区の
事業計画資料の作成を行う業務である。
・この業務を行うためには、土地改良事業制度に熟知しており、事業内容等につ
いて市町村や土地改良区等の地元に対し適切なアドバイスが可能で、事業計画
変更にあたって、優れた情報収集、分析、効果算定能力があり、一般的なコンサ
ルにはない豊富な知識、データ及び算定技術を有する必要がある。
・当該条件を満たす者は、大分県土地改良事業団体連合会のみである。

根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

44 中部振興局
Ｒ3中山間野津原計画変更資料作成
委託業務

令和3年6月21日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,080,000  円

・本業務は、中山間野津原地区の事業計画変更資料の作成を行う業務である。
・この業務を行うためには、土地改良事業制度に熟知しており、事業内容等につ
いて市町村や土地改良区等の地元に対し適切なアドバイスが可能で、事業計画
変更にあたって、優れた情報収集、分析、効果算定能力があり、一般的なコンサ
ルにはない豊富な知識、データ及び算定技術を有する必要がある。
・当該条件を満たす者は、大分県土地改良事業団体連合会のみである。

根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号
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45 豊肥振興局
Ｒ３経営体（機）高源寺計画変更資料
作成委託業務

令和3年6月7日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,564,000  円

①本業務は、経営体育成基盤整備事業「高源寺地区」の当初計画に対する変更
計画書作成業務を委託するものである。
②これを行うためには、土地改良事業制度を熟知しており、経済効果算定にあた
り、一般コンサルには無い豊富な知識、データ及び算定技術を有していることが
必要である。
③上記条件を満たす者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

46 西部振興局
Ｒ３経営体大肥計画変更資料作成委
託業務

令和3年6月16日
大分県大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

4,015,000  円

①本業務は、経営体育成基盤整備事業大肥地区における事業計画の変更資料
を作成する業務である。
②当業務の遂行においては、土地改良事業制度に熟知している必要性があり、
事業内容等について県土連の会員である市や土地改良区等の地元に対して適
切なアドバイスが必要である。また、大分県土地改良事業団体連合会は一般コン
サルにはない経済効果算定に必要な知識、データ及び算定技術を有している。
加えて、本地区の事業計画書作成業務を受託しており、本地区の事業内容や現
場条件を熟知している。
③上記により、当該地区における本業務内容に精通し、業務の効率化遂行なら
びに業務目的の達成を実現し得る者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

47 西部振興局
令和３年度大分県西部地域アウトド
ア観光施設情報発信等委託業務

令和3年6月23日
大分市東春日町1-8
株式会社　大宣

4,996,000  円

①本業務は、管内アウトドア施設を紹介するＷＥＢサイトの制作及び各施設の情
報発信、フォトコンテストの実施、データ分析を行うものである。
②本業務の執行にあたり、ファミリー層に対して効果的・効率的なＷＥＢサイトの
制作および情報発信を実施するノウハウを有していることが重要である。
③企画提案競技を行い、審査の結果優秀な企画を提案した左記の者と契約を行
うものである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

48 西部振興局
Ｒ３経通基幹大原野第２計画変更資
料作成委託業務

令和3年6月29日
大分県大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,630,000  円

①本業務は、経営体育成基盤整備事業大原野第２地区における事業計画の変
更資料を作成する業務である。
②当業務の遂行においては、土地改良事業制度に熟知している必要性があり、
事業内容等について県土連の会員である市や土地改良区等の地元に対して適
切なアドバイスが必要である。また、大分県土地改良事業団体連合会は一般コン
サルにはない経済効果算定に必要な知識、データ及び算定技術を有している。
加えて、本地区の事業計画書作成業務を受託しており、本地区の事業内容や現
場条件を熟知している。
③上記により、当該地区における本業務内容に精通し、業務の効率化遂行なら
びに業務目的の達成を実現し得る者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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
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49
豊後大野水利耕地事
務所

Ｒ３中山間豊後大野西部２期計画変
更資料作成委託業務

令和3年6月25日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

11,880,000  円

①本業務は、県営中山間地域総合整備事業「豊後大野西部２期地区」の計画変
更資料の作成を行うものである。
②本業務は、「大分県土地改良事業団体連合会と随意契約を行うことができる場
合の運用方針」で定める「事業計画書等作成」に該当するもの。
③大分県土地改良事業団体連合会は、土地改良事業制度を熟知し、優れた情
報収集、分析、経済効果算定能力及び、一般コンサルタントには無い豊富な知
識、データ並びに算定技術を有している。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

50 県有財産経営室
おおいたＰＰＰ/ＰＦＩ地域プラットフォー
ム運営等支援業務委託

令和3年7月13日
山口県下関市竹崎町四丁目２番３６号
株式会社　ＹＭＦＧ　ＺＯＮＥプラニング

3,080,000  円

①本業務は、おおいたＰＰＰ/ＰＦＩ地域プラットフォームの運営支援業務を委託す
るものである。
②ＰＰＰ/ＰＦＩ事業のノウハウ習得や案件形成能力の向上を図るとともに、行政と
民間との対話を通じた具体的な案件形成を目指すには、業務に対する専門的な
知識や類似業務の実績、運営能力の優れた事業者に委託することが効果的であ
る。
③提案競技の結果、最も高い評価点を獲得し、優秀と認められたのが株式会社
ＹＭＦＧ　ＺＯＮＥプラニングである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

51 人事課
令和3年度大分県職員健康診断業務
委
託契約

令和3年5月21日
大分市大字宮崎1415番地
（公財）大分県地域成人病検診センター

74,800,814  円

①本業務は、下記(1)～(3)に掲げる大分県職員（約4,100名）の健康診断
を行うものである。
(1)一般健康診断（定期健康診断、特定業務従事者健康診断）
(2)特別健康診断（有機溶剤、特定化学物質、船員）
(3)その他の特殊健康診断（有機りん、情報機器、レーザー光線）
②これを行うためには、県の出先機関への巡回健康診断が必要である。
③上記①、②に対応できる者は（公財）大分県地域成人病検診センター
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：各項目ごと110～38,500円

52 人事課
大分県人事給与システム豊の国Iaas
利用契約

令和3年7月1日
大分市東春日町17-57
株式会社オーイーシー

1,506,450  円
①本業務は、豊の国Iaasに構築した環境を利用するために行うものである。
②豊の国Iaasを管理している（株）オーイーシーのみが行えるものである。
③根拠法令：地方自治法施行令167条の2第1項第2号
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53 東部振興局
Ｒ３経営体 北江 １の1工区 境界測量
委託業務

令和3年7月15日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

15,400,000  円

本業務は、「経営体育成基盤整備事業　北江地区」 における、換地業務に関わ
る境界等測量委託業務である。換地設計業務に密接に関連しており、切り離して
実施することは不可能である。
土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士を多く抱え、換地専門の
組織を有し、現場の状況や登記関係並びに地元関係者に精通している必要があ
る。
上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。

根拠：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

54 西部振興局 Ｒ３中山間日田２期　換地委託業務 令和3年7月14日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

4,521,000  円

①本業務は、日田２期地区のほ場整備における換地設計を行うものである。
②本業務は、国の指導により、土地改良換地士の資格を持った者に行わせる必
要があり、大分県土地改良事業換地業務委託要綱第３条において、市町村・土
地改良区・大分県土地改良事業団体連合会・その他知事が認める者から選定す
るように委託先を定めている。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

55 西部振興局
Ｒ３中山間ここのえ２期　換地委託業
務

令和3年7月14日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

5,764,000  円

①本業務は、ここのえ２期地区のほ場整備における換地設計を行うものである。
②本業務は、国の指導により、土地改良換地士の資格を持った者に行わせる必
要があり、大分県土地改良事業換地業務委託要綱第３条において、市町村・土
地改良区・大分県土地改良事業団体連合会・その他知事が認める者から選定す
るように委託先を定めている。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

56 西部振興局 Ｒ３経営体大肥　換地委託業務 令和3年7月14日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,399,000  円

①本業務は、大肥地区のほ場整備における換地設計を行うものである。
②本業務は、国の指導により、土地改良換地士の資格を持った者に行わせる必
要があり、大分県土地改良事業換地業務委託要綱第３条において、市町村・土
地改良区・大分県土地改良事業団体連合会・その他知事が認める者から選定す
るように委託先を定めている。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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57 東部振興局
Ｒ３畑地化綱井換地（その１）委託業
務

令和3年8月11日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

12,100,000  円

本業務は、綱井地区の換地業務を行うものである。
換地業務の実施には土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士
及び換地専門の組織を有している必要があり、上記条件を満たしている者
は大分県土地改良事業団体連合会のみである。

根拠：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

58 東部振興局
Ｒ３経営体北江換地（その１）委託業
務

令和3年8月11日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

8,932,000  円

本業務は、北江地区の換地業務を行うものである。
換地業務の実施には土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士及
び換地専門の組織を有している必要があり、上記条件を満たしている者は大分
県土地改良事業団体連合会のみである。

根拠：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

59 東部振興局
Ｒ３経営体 北江 １の２工区 境界測
量 委託業務

令和3年8月24日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

15,400,000  円

本業務は、「経営体育成基盤整備事業　北江地区」 における、換地業務に関わ
る境界等測量委託業務である。換地設計業務に密接に関連しており、切り離して
実施することは不可能である。
土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士を多く抱え、換地専門の
組織を有し、現場の状況や登記関係並びに地元関係者に精通している必要があ
る。
上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。

根拠：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

60
東部振興局日出水利
耕地事務所

Ｒ３県計石山事業計画書作成委託業
務

令和3年8月10日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

7,700,000  円

本業務は、杵築市大字溝井の西溝井地区における、樹園地再編に伴う畑地の区
画整理の整備計画書を作成するものである。
大分県土地改良事業団体連合会は、土地改良事業制度に熟知しており、経済効
果算定において、優れた情報収集、分析、効果算定能力があり、一般コンサルに
はない豊富な知識、データ及び算定技術を有しているため随意契約を締結した。
根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

61 中部振興局
Ｒ３基幹水利（長）宮苑頭首工機能保
全計画作成委託業務

令和3年8月30日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,695,000  円

・本業務は、初瀬井路土地改良区の管理施設について、施設機能保全計画を策
定する業務である。
・この業務を行うためには、国営・県営事業で造成された基幹水利施設に対する
知見を有し、点検・管理等の保全業務にも精通している業者が必要である。
・当該条件を満たす者は、大分県土地改良事業団体連合会のみである。
根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

62 南部振興局 蒲江誘客促進事業委託業務 令和3年8月25日
大分市金池町２丁目１番１６号
株式会社大分毎日広告社

4,499,999  円

①本業務は、オンライン等の活用及び周遊型イベント実施により、蒲江への入れ
込み客数増加を図るものである。
②これを行うためには、企画内容自体の吟味が必要であるため、企画提案協議
を実施した。
③②の結果、最も優れた業者として左記契約相手が選定された。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

63 豊肥振興局 食観光魅力発信事業委託業務契約 令和3年8月16日
大分市新川西１２
大分朝日放送株式会社

4,400,000  円

①本業務は、豊肥地区道の駅の食商品をブラッシュアップし、情報発信を行うこと
によって誘客を図ることを目的として実施するものである。
②本業務を委託するにあたり提案競技審査委員会を行い、参加者から提出され
た企画提案書を審査した結果、業務委託候補者に選出された左記の者と契約し
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

64
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体（畑）竹田西部３期換地業
務委託

令和3年8月5日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

1,480,000  円

①本業務は、Ｒ３経営体（畑）竹田西部３期換地業務委託をおこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  円
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65
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体叶野換地業務委託 令和3年8月5日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

1,360,000  円

①本業務は、Ｒ３経営体叶野換地業務委託をおこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみ
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

66
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３中山間（畑）荻３期計画変更資料
作成委託業務

令和3年8月5日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

9,570,000  円

①本業務は、Ｒ３中山間（畑）荻３期計画変更資料作成委託業務をおこなうもので
ある。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

67
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３畑地化下今換地業務委託 令和3年8月5日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,700,000  円

①本業務は、Ｒ３畑地下今換地業務委託をおこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

68
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３畑地化（機）宮平換地業務委託 令和3年8月18日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,190,000  円

①本業務は、Ｒ３畑地化（機）宮平換地業務委託をおこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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
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69
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体（畑）桑木換地業務委託 令和3年8月18日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

4,057,900  円

①本業務は、Ｒ３経営体（畑）桑木換地業務委託をおこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

70 西部振興局
Ｒ３中山間玖珠２期農道台帳作成委
託業務

令和3年8月3日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

1,595,000  円

①本業務は、中山間地域総合整備事業玖珠２期地区花香工区のほ場整備にて
造成した農道の道路台帳作成を行うものである。
②農道台帳は市長村の普通交付税算定のための基礎数値として用いられるた
め、一貫した体制の下に統一的に実施し、記載数値の点検・確認を行い、正確性
を確保することが必要である。また、農道更新整備や災害復旧工事を行った場
合、台帳の補正が必要となるため一元的に管理する必要がある。左記業者は本
工区のほ場整備実施設計及び換地業務を受託しており、事業内容や現場条件を
熟知している。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

71 西部振興局
Ｒ３中山間ここのえ２期黒猪鹿実施設
計委託業務

令和3年8月27日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

5,599,000  円

①本業務は、中山間地域総合整備事業”ゆめ”タウンここのえ２期地区の圃場整
備を目的とした設計業務を行うものである。
②本業務は、平行して行われる換地業務の換地作業と一体不可分の関係にあ
り、土地改良法等に精通し、換地の専門知識を有する換地士を多く抱え、換地専
門の組織を有している必要がある。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

72 西部振興局
Ｒ３防ため重（下）池計画変更資料作
成委託業務

令和3年8月27日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,079,000  円

①本業務は、防災重点農業用ため池緊急整備事業重（下）池地区の事業計画の
変更資料作成を行うものである。
②本業務の遂行においては、土地改良事業制度に熟知している必要があり、事
業内容等について県土連の会員である町や土地改良区の地元に対して適切な
アドバイスが必要である。また、左記業者は一般コンサルにはない経済効果算定
に必要な知識、データ及び算定技術を有している。加えて、本地区の事業計画書
作成業務を受託しており、本地区の事業内容や現場条件を熟知している。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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73 北部振興局
Ｒ３地理情報システム高度利用推進
駅館川地区実証調査委託業務

令和3年8月2日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

5,390,000  円

①本業務は、ドローン等新技術を活用して得られた画像データ等を地理情報シス
テムに蓄積し、施設管理の省力化・高度化を推進するための実証調査を行うもの
である。
②本業務では、地理情報システムによる情報の共有・活用を図るために、土地改
良区が管理する土地改良施設情報やオルソ画像（航空写真）、地形図、農地情
報等を一元管理し、土地改良区が利用可能な水土里情報システムが必要であ
る。
③上記技術を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

74 北部振興局
Ｒ３経通基幹大副３期橋梁積算資料
作成委託業務

令和3年8月2日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,200,000  円

①本業務は、大副３期地区の工事価格の積算に係る参考資料の作成を行うもの
である。
②積算作成について、本県では農業農村整備事業の積算業務の効率化及び高
度化を図るため、国の開発したRIESA積算システムにより行っている。
③県内で当システムの導入事業者は土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

75 北部振興局
Ｒ３合理化大分第９新浜計画資料作
成委託業務

令和3年8月23日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

6,820,000  円

①本業務は、県営農業水利施設保全合理化事業大分第９地区新浜地区におけ
る計画資料作成を行うものである。
②本業務では、経済効果の算定及び計画の策定等の業務を含むため、農業経
営に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルにはない
豊富な知識及び技術者が必要である。
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

76 北部振興局
Ｒ３基幹水利（長）荒瀬井堰機能保全
計画策定委託業務

令和3年8月23日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,740,000  円

①本業務は、基幹水利保全対策事業「荒瀬井堰地区」に関する機能保全計画策
定を行うものである。
②市町村及び土地改良区は、国営・県営事業で造成した基幹水利施設を管理
し、施設の調査、点検等に精通した県土連に業務を委託して、施設の長寿命化
対策に取り組んでいる。本業務でも、これらに関する深い知見、また、点検・管理
等の保全業務に専門的な知識を有した技術者が必要である。
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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77 北部振興局
Ｒ３基幹水利（長）荒瀬井堰施設機能
診断（概査）委託業務

令和3年8月23日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

1,815,000  円

①本業務は、基幹水利保全対策事業「荒瀬井堰地区」に関する施設機能診断
（概査）を行うものである。
②市町村及び土地改良区は、国営・県営事業で造成した基幹水利施設を管理
し、施設の調査、点検等に精通した県土連に業務を委託して、施設の長寿命化
対策に取り組んでいる。
本業務でも、これらに関する深い知見、また、点検・管理等の保全業務に専門的
な知識を有した技術者が必要である。
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

78
豊肥振興局豊後大野
水利耕地事務所

Ｒ３防災減災大分３実計津留計画書
作成委託業務

令和3年8月17日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

8,272,000  円

①本業務は、県営ため池調査計画事業「大分３実計地区」の事業計画書作成を
行うものである。
②本業務は、「大分県土地改良事業団体連合会と随意契約を行うことができる場
合の運用方針」で定める「事業計画等作成」に該当するもの。
③大分県土地改良事業団体連合会は、土地改良事業制度を熟知し、優れた情
報収集、分析、経済効果算定能力及び、一般コンサルタントには無い豊富な知
識、データ並びに算定技術を有している。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

79
豊肥振興局豊後大野
水利耕地事務所

Ｒ３中山間豊後大野西部２期綿田換
地委託業務

令和3年8月24日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,695,000  円

①本業務は、県営中山間地域総合整備事業豊後大野西部２期地区において、換
地業務を行うものである。
②換地業務は、大分県土地改良事業換地業務委託要綱により、市町村、土地改
良区、大分県土地改良事業団体連合会及びその他知事が適当と認めるものに
委託を行うこととされている。
③本業務は、「大分県土地改良事業団体連合会と随意契約を行うことができる場
合の運用方針」で定める「換地設計」に該当するもの。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

80 税務課
法人三税及び県民税配当割等申告
情報入力等業務委託

令和3年9月6日
福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-11第
13泰平ビル9階6号室
株式会社アセンサ福岡支店

47,474,460  円

①本業務は、課税情報のシステム入力等を行うものである。
②競争入札及び再度の競争入札を行ったが落札者がなかったため、随意契約を
行った。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第１項第8号
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81 税務課
大分県自動車税納税確認システム
構築業務

令和3年9月1日
大分市大字都留字六本松1981-6
鬼塚電気工事株式会社

2,860,000  円

①本業務は、自動車税種別割の納税確認をインターネットで行うことを可能とす
るシステムを構築するものである。
②構築するにあたり、システム概要や保守範囲等の提案協議を行ったうえで契
約を行った。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第１項第2号

82 東部振興局 Ｒ３畑地化綱井境界測量委託業務 令和3年9月28日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

9,900,000  円

本業務は、「水田畑地化推進基盤整備事業綱井地区」における、換地業務に関
わる境界等測量委託業務である。
換地設計業務に密接に関連しており、実施には土地改良法に精通し、換地の専
門知識を有する換地士及び換地専門の組織を有している必要があり、上記条件
を満たしている者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。

根拠：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

83 中部振興局
県央・県南エリア周遊促進事業業務
委託

令和3年7月23日
大分市金池町１－１－１７
株式会社JTB大分支店

3,263,700  円

①本業務は、県央・県南エリア周遊促進事業にかかる周遊観光モデルルートの
設定、観光素材集の作成及び情報発信行うものである。
②事業を行うためには、観光客の誘客や、旅行商品造成、情報発信についての
ノウハウがあり、各市観光関係者と連携して取り組む必要がある。
③①により、企画提案競技により採択された提案者と契約を締結するため。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

84 中部振興局
阿蘇野地域ネットワーク・コミュニティ
推進モデル委託事業

令和3年9月27日
由布市庄内町阿蘇野５５１７番１の１
阿蘇野まちづくり準備会

1,960,901  円

①本事業は、小規模集落において、地域内の各集落がネットワーク・コミュニティ
を形成し、協働することで地域の課題解決に向けたモデル事業を実施するもので
ある。
②当事業では、委託事業者について、市町村と協議した上で、対象地域内の
NPO法人や各種団体等を選定することと実施要領に定められている。
③当事業者は、試行事業実施など集落のネットワーク作りを牽引でき、市が設立
を目指す地域まちづくり協議会の前身となることができる事業者であるとして市が
推薦したものである。
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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85 豊肥振興局 Ｒ３経営体（機）高源寺換地委託業務 令和3年9月16日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,234,000  円

①本業務は、県営経営体育成基盤整備事業　高源寺地区の換地業務を委託す
るものである。
②これを行うためには、土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士を
多く抱え、換地専門の組織を有している必要がある。
③上記条件を満たす法人は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

86 豊肥振興局
Ｒ３経営体ふるさと宮城換地委託業
務

令和3年9月16日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,476,000  円

①本業務は、県営経営体育成基盤整備事業　ふるさと宮城地区の換地業務を委
託するものである。
②これを行うためには、土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士を
多く抱え、換地専門の組織を有している必要がある。
③上記条件を満たす法人は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令167条の2第1項第2号

87 豊肥振興局 Ｒ３中山間竹田東部換地委託業務 令和3年9月16日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,366,000  円

①本業務は、県営中山間地域総合整備事業　竹田東部地区の換地業務を委託
するものである。
②これを行うためには、土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士を
多く抱え、換地専門の組織を有している必要がある。
③上記条件を満たす法人は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令167条の2第1項第2号

88
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３中山間（畑）竹田西部２期計画変
更資料作成委託業務

令和3年9月10日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

4,370,000  円

①本業務は、Ｒ３中山間（畑）竹田西部２期計画変更資料作成委託業務をおこな
うものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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
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89
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体（畑）竹田西部３期計画変
更資料作成委託業務

令和3年9月10日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

4,410,000  円

①本業務は、Ｒ３経営体（畑）竹田西部３期計画変更資料作成委託業務をおこな
うものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

90
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体（畑）桑木境界測量委託業
務

令和3年9月29日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

15,400,000  円

①本業務は、Ｒ３経営体（畑）桑木境界測量委託業務をおこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

91
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３畑地化下今境界測量委託業務 令和3年9月29日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

11,000,000  円

①本業務は、Ｒ３畑地化下今境界測量委託業務をおこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

92
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３畑地化（機）宮平境界測量委託業
務

令和3年9月29日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

8,030,000  円

①本業務は、Ｒ３畑地化（機）宮平境界測量委託業務をおこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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
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93 西部振興局
Ｒ３中山間日田２期　計画変更資料
作成委託業務

令和3年9月15日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

4,455,000  円

①本業務は、中山間地域総合整備事業日田２期地区における事業計画の変更
資料を作成する委託業務である。
②本業務は、土地改良事業制度を熟知している必要があり、事業内容等につい
て県土連の会員である市や土地改良区等の地元に対して適切なアドバイスが必
要となる。また、左記団体においては、一般コンサルにはない、経済効果算定に
必要な知識、データ及び算定技術を要している。加えて本地区の事業計画書作
成業務を委託しており、本地区の事業内容や現場条件を熟知している。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

94 西部振興局
Ｒ３防災減災大分３実計（戸畑）計画
書作成委託業務

令和3年9月15日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

9,361,000  円

①本業務は、県営ため池調査計画事業によって行う大分３実計（戸畑）地区の事
業計画の作成を行うものである。
②事業計画資料の作成にあたり、土地改良法及び土地改良事業制度に熟知し
て精通している必要がある。左記団体においては、土地改良事業制度について
精通し、事業計画書作成の受注実績が多く、事業内容等について市長村や土地
改良区に対して適切なアドバイスが可能である。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

95 西部振興局 Ｒ３合理化（長）綱掛計画書作成委託業務 令和3年9月15日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,343,000  円

①本業務は、県営農業水利施設保全合理化事業によって行う綱掛地区の事業
計画の作成を行うものである。
②事業計画資料の作成にあたり、土地改良法及び土地改良事業制度に熟知し
て精通している必要がある。左記団体においては、土地改良事業制度について
精通し、事業計画書作成の受注実績が多く、事業内容等について市長村や土地
改良区に対して適切なアドバイスが可能である。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

96 西部振興局
Ｒ３中山間ここのえ２期黒猪鹿境界測
量委託業務

令和3年9月29日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,970,000  円

①本業務は、中山地域総合整備事業”ゆめ”タウンここのえ２期地区におけるほ
場整備工事に係る境界測量業務である。
②本業務は、平行して行われる換地業務と密接に関連しており、切り離して実施
することは不可能である、
③上記資格や技術を有するものは大分県土地改良事業団体連合会のみであ
る。
④地方自治法施行令167条の2第1項第2号
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97 北部振興局
Ｒ３水田畑地化基盤整備促進宇佐客
土賦存量調査委託業務

令和3年9月3日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,970,000  円

①本業務は、宇佐市内において、水田畑地化を推進するために必要な客土の賦
存量を調査するものである。
②本業務は、今後実施予定の和間地区等の事業計画書と密接に関係するもの
であり、事業実施要綱等に精通し、事業計画、効果算定等の経験や農村整備事
業制度への熟知が必要である。また、基盤整備事業の推進にあたり、優れた情
報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントにはない豊富な知識、
データ及び算定技術が必要である
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

98 北部振興局 Ｒ３畑地化森　換地（その１）委託業務 令和3年9月7日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

8,745,000  円

①本業務は、水田畑地化推進基盤整備事業森地区の換地業務を行うものであ
る。
②換地業務の実施には、土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地
士、及び換地専門の組織を有している必要がある。
③上記要件を満たしている者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

99 北部振興局
Ｒ３畑地化森　２・３工区境界測量委
託業務

令和3年9月7日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

19,580,000  円

①本業務は、水田畑地化推進基盤整備事業森地区の換地業務に関わる境界測
量委託業務を行うものである。
②これを行うためには、事業計画、土地改良法等に精通し、換地の経験や専門
知識を有する換地士を抱え、換地専門の組織を有している必要がある。
③上記資格や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

100 北部振興局 Ｒ３県計宮熊計画資料作成委託業務 令和3年9月21日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

13,200,000  円

①本業務は、県営計画調査事業宮熊地区における計画資料作成を行うものであ
る。
②本業務では、経済効果の算定及び計画の策定等の業務を含み、農業経営に
関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントにはな
い豊富な知識及び技術者が必要である。
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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101 北部振興局
Ｒ３経営体宇佐計画変更資料作成委
託業務

令和3年9月30日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,850,000  円

①本業務は、経営体育成基盤整備事業｢宇佐地区｣における事業計画の変更資
料を作成するものである。
②本地区の当初事業計画書は、大分県土地改良事業団体連合会が作成してい
るため、地域の概要や効果算定に必要な資料等を有しており、事業内容を熟知
している。
また、経済効果算定にあたっては、優れた情報収集、分析、経済算定能力があ
り、一般コンサルタントにはない豊富な知識、データ及び算定技術を有している。
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

102 北部振興局
Ｒ３防災減災雲林山池計画資料作成
委託業務

令和3年9月30日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

8,910,000  円

①本業務は、農村地域防災減災事業雲林山池地区における計画資料作成を行
うものである。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定等の業務を含んでおり、農業経営
に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントには
ない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

103 北部振興局
Ｒ３防災減災 拝田 計画資料作成委
託業務

令和3年9月30日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

17,380,000  円

①本業務は、農村地域防災減災事業拝田地区における計画資料作成を行うもの
である。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定等の業務を含んでおり、農業経営
に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントには
ない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

104 北部振興局
Ｒ３防災減災 新池 計画資料作成委
託業務

令和3年9月30日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

7,920,000  円

①本業務は、農村地域防災減災事業新池における計画資料作成を行うものであ
る。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定等の業務を含んでおり、農業経営
に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントには
ない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

105 北部振興局
Ｒ３防災減災 大門池 計画資料作成
委託業務

令和3年9月30日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

7,810,000  円

①本業務は、農村地域防災減災事業大門池における計画資料作成を行うもので
ある。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定等の業務を含んでおり、農業経営
に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントには
ない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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106 北部振興局
Ｒ３防災減災 山田の池 計画資料作
成委託業務

令和3年9月30日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

7,590,000  円

①本業務は、農村地域防災減災事業山田の池における計画資料作成を行うもの
である。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定等の業務を含んでおり、農業経営
に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントには
ない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記能力を有する事業者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

107
豊肥振興局豊後大野
水利耕地事務所

R3経営体宇田枝宇田枝工区ほ場整
備設計委託業務

令和3年9月3日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

11,330,000  円

①本業務は、県営経営体育成基盤整備事業宇田枝地区の、ほ場整備に関する
測量設計業務を行うものである。
②本業務は、「大分県土地改良事業団体連合会と随意契約を行うことができる場
合の運用方針」で定める「境界等測量」及び「設計業務」に該当するもの。
③本ほ場整備に係る換地設計を大分県土地改良事業団体連合会が行っており、
本業務と密接に関連し、切り離して実施することは不可能である。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

108 市町村振興課
第４９回衆議院議員総選挙における
臨時啓発スポット放送等広報業務

令和3年9月24日
大分市都町１－１－１　７階
株式会社九州博報堂　大分支社

13,816,000  円

①本業務は、第49回衆議院議員総選挙におけるテレビ・ラジオスポット等の制
作・放送等を行うものである。
②本業務の執行にあたり、有権者に対して効果的・効率的な選挙啓発を実施す
るノウハウを有していることが重要である。
③企画提案競技を行い、審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約を
行うものである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

109 市町村振興課
衆議院議員総選挙投開票システム
運用サポート業務委託

令和3年9月1日
大分市東春日町１７－５８
富士通Ｊａｐａｎ株式会社　大分支社

2,068,000  円

①本業務は、平成２９年度の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審
査時に使用した投開票システムを第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁
判官国民審査用の投開票システムに変更・修正を加え、当システムの運用にか
かるサポート等を行うものである。
②本業務の遂行にあたり、選挙の結果を選挙人に対して速やかに伝えるため、
投開票システムの故障等予測不能なトラブルに対して迅速な対応が必要であ
る。
③左記の者は当該システムを開発した事業者で、故障時には迅速な対応が可能
であり、過去の実績から投開票日におけるサポートにも慣れていて予測不能なト
ラブルに対して迅速な対応が可能であることから、契約を行うものである。
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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110 東部振興局
Ｒ３中山間国東２期計画変更資料作
成委託業務

令和3年10月6日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

5,170,000  円

本業務は、「中山間地域総合整備事業 国東２期地区」における、計画変更資料
作成委託業務である。
本業務の当初計画書は、大分県土地改良事業団体連合会が作成しており、地域
の概要や効果算定に必要なデータ及び資料等、この地区の事業の計画内容を
熟知している。また、土地改良事業制度に熟知しており、優れた情報収集、分
析、効果算定能力があり、一般コンサルにはない豊富な知識、データ及び算定技
術を有しており、上記条件を満たしている者は大分県土地改良事業団体連合会
のみである。
根拠：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

111 東部振興局
令和3年度姫島新規漁業就業者確保
支援事業委託業務

令和3年10月26日
大分市大字羽田647番地の1
有限会社　エム・シー・エヌ

3,960,000  円

当該業務は、魅力的な動画制作など提案競技によりその企画内容を審査し、最
も優秀と認められる企業を相手方に契約を締結するものであることから、競争入
札にはなじまない。
根拠：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号

112 市町村振興課
第49回衆議院総選挙及び第25回最
高裁判所裁判官国民審査における
選挙公報印刷及び梱包

令和3年10月19日
大分市府内町３丁目９番１５号
有限会社　大分合同新聞社

23,729,552  円

①本業務は、選挙公報の印刷、梱包を行うものである。
②選挙公報の大きさは新聞紙（ブランケット判）大とされており、かつ公職選挙法
第170条第1項の規定により選挙期日前２日までに各世帯への配布を完了する必
要があるため、50万部を超える新聞と同規格の印刷物を迅速に印刷・梱包する
ための大規模な印刷移設、及び配送へ円滑に移行するための荷捌場が必要で
ある。
③上記施設や技術を有する者は有限会社大分合同新聞社のみである。
④根拠法令：地方自治法施行条例第167条の2第1項第2号

113
東部振興局日出水利
耕地事務所

Ｒ３防ため下司計画変更資料作成委
託業務

令和3年11月8日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

4,070,000  円

本業務は、杵築市大字南杵築における、ため池改修（農村地域防災減災事業）
の計画変更資料を作成するものである。
杵築市内のため池については、平成１５年度から平成１８年度にかけて緊急点
検・ため池台帳の作成を行なっているが、下記団体はその業務を受託して行なっ
ている。
大分県土地改良事業団体連合会は、土地改良事業制度に熟知しており、経済効
果算定において、優れた情報収集、分析、効果算定能力があり、一般コンサルに
はない豊富な知識、データ及び算定技術を有しているため随意契約を締結した。
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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114 中部振興局
Ｒ３震ため乙見溜池計画変更資料作
成委託業務

令和3年11月24日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,300,000  円

・本業務は、県営防災ダム事業による乙見溜池地区の事業計画変更資料の作成
を行うものである。
・この業務を行うためには、土地改良事業制度に熟知しており、事業内容等につ
いて市町村や土地改良区等の地元に対し適切な助言ができる。また、事業計画
変更資料作成にあたっては、優れた情報収集、分析、効果算定能力を有する必
要がある。
・当該条件を満たす者は、大分県土地改良事業団体連合会のみである。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

115 南部振興局
佐伯市宇目地域におけるネットワー
ク・コミュニティ推進モデル事業委託
業務

令和3年11月2日
佐伯市宇目大字千束1060番地1
宇目地域新たな地域コミュニティ組織を考
える会

2,000,000  円

①本業務は、佐伯市宇目地域における様々な課題を解決するためのネットワー
クコミュニティづくりに向けた取組を実施し、新たな地域の担い手として機能すると
ともに、継続した組織になりうるか検討するものである。
②これを行うためには、宇目地域の全住民が参加し、ネットワークコミュニティを
推進する必要がある。
③県内に上記要件を満たすものは宇目地域新たな地域コミュニティ組織を考える
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

116 南部振興局
佐伯市直川地域におけるネットワー
ク・コミュニティ推進モデル事業委託
業務

令和3年11月4日
佐伯市直川大字赤木105番地
直川地域新たな地域コミュニティ組織を考
える会

2,000,000  円

①本業務は、佐伯市直川地域における様々な課題を解決するためのネットワー
クコミュニティづくりに向けた取組を実施し、新たな地域の担い手として機能すると
ともに、継続した組織になりうるか検討するものである。
②これを行うためには、直川地域の全住民が参加し、ネットワークコミュニティを
推進する必要がある。
③県内に上記要件を満たすものは直川地域新たな地域コミュニティ組織を考える
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

117 豊肥振興局
東部地区地域コミュニティ再構築事
業委託業務

令和3年9月10日
豊後大野市大野町杉園2254番地
東部地区を考える会

1,250,000  円

①本業務は、ネットワークコミュニティづくりをモデル的に実施し、地域の担い手と
して機能するとともに、継続した取組にするために必要な体制整備などの試行を
行うものである。
②これを行うためには、地域の実情を把握し、地域の他団体・組織等と連携でき
る団体でなければ効率的・効果的な実施ができない。
③上記条件を満たす団体は東部地区を考える会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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118 豊肥振興局
宮砥地区コミュニティ再構築事業委
託業務

令和3年10月1日
竹田市大字次倉4459番地1
「宮砥地区コミュニティモデル地区形成ビ
ジョン」検討委員会

1,997,456  円

①本業務は、集落の特徴を活かしたネットワークコミュニティづくりをモデル的に
実施し、地域の担い手として機能するとともに、継続した取組にするために必要
な体制整備などの試行を行うものである。
②これを行うためには、地域の実情を把握し、地域の他団体・組織等と連携でき
る団体でなければ効率的・効果的な実施ができない。
③上記条件を満たす団体は「宮砥地区コミュニティモデル地区形成ビジョン」検討
委員会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

119 豊肥振興局 Ｒ３畑地化松本ほ場測量委託業務 令和3年11月11日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

19,250,000  円

①本業務は、県営水田畑地化推進基盤整備事業 松本地区のほ場整備（区画
整理）に係る測量業務を委託するものである。
②「ほ場整備事業」は事業計画、実施設計、境界測量、事業計画変更、換地業務
及び確定測量等が一連の流れとなっており、過去の経緯や地元の意向等を総合
的に把握した上で、高度な専門知識と公平さを業務に反映させることが必要であ
る。
③上記条件を満たす法人は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

120 豊肥振興局 Ｒ３畑地化松本換地委託業務 令和3年11月11日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,080,000  円

①本業務は、県営水田畑地化推進基盤整備事業 松本地区の換地業務を委託
するものである。
②これを行うためには、土地改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士を
多く抱え、換地専門の組織を有している必要がある。
③上記条件を満たす法人は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

121
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体高練木１工区ほ場整備実
施設計委託業務

令和3年11月1日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

11,737,000  円

①本業務は、Ｒ３経営体高練木１工区ほ場整備実施設計委託業務をおこなうも
のである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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
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122
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３畑地化下今ほ場整備実施設計委
託業務

令和3年11月1日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

14,795,000  円

①本業務は、Ｒ３畑地化下今ほ場整備実施設計委託業務をおこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

123
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体叶野２工区ほ場整備実施
設計委託業務

令和3年11月1日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

12,628,000  円

①本業務は、Ｒ３経営体叶野２工区ほ場整備実施設計委託業務をおこなうもので
ある。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

124
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３畑地化（機）宮平実施設計委託業
務

令和3年11月1日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

11,209,000  円

①本業務は、Ｒ３畑地化（機）宮平実施設計委託業務をおこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

125
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体高練木２－２工区ほ場整
備実施設計委託業務

令和3年11月1日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,794,000  円

①本業務は、Ｒ３経営体高練木２－２工区ほ場整備実施設計委託業務をおこなう
ものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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
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126
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体高練木２－１工区ほ場整
備実施設計委託業務

令和3年11月1日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

9,900,000  円

①本業務は、Ｒ３経営体高練木２－１工区ほ場整備実施設計委託業務をおこなう
ものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

127 西部振興局
Ｒ３西局県治第４号 鰐地区治山工
事

令和3年8月24日
日田市大字日高２７５７
新日本緑地　株式会社

31,412,700  円

①本工事は、令和３年８月豪雨により８月１８日に発生した地すべりの被害を抑え
るため、緊急的に応急工事を行なうものである。
②地すべりブロック内での工事であることから、高い知識や専門性が求められ
る。また、緊急的に実施しなければならないため即座に契約が可能であることが
必須である。
③地すべり工事の経験があり、近隣で地すべり工事を実施しているため技術的
な助言・サポートが可能である、かつ、即座に契約が可能な者は新日本緑地株
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5号

128 北部振興局 オンライン農泊に係る業務委託 令和3年9月3日
大阪府大阪市西区南堀江1-12-2
東栄ビル201
ツナガル株式会社

4,248,200  円

①本業務は、先端技術を活用したオンラインでの農泊を実施し、農泊の魅力を効
果的に伝えることにより、国内の農泊利用者の裾野を広げることを目的とする。
②本業務には、参加者の増加が期待できるような企画力や、オンライン配信がス
ムーズに行える環境準備、効果的な告知ができる発信力、先端技術の効果的な
活用方法等といった専門的なノウハウ・実績を持っている業者の選定が必要であ
る。
③上記の理由により企画提案競技を実施し、審査した結果、「ツナガル株式会
社」を契約相手方として選定したものである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

129 県政情報課 令和３年度公文書等補修委託業務 令和3年11月9日
埼玉県さいたま市中央区円阿弥7-3-23
キハラ・プリザベーション株式会社 1,848,765  円

①公文書館で保存し、県民の閲覧に供している公文書等の多くには酸性紙が使
用されている。酸性紙は製造後50年～100年ほど経過すると水分や周囲の環境
により酸化が進み、色が赤茶けて記載内容が判読不能になる、触ると塵化する
などの状態が生じる。このため、公文書等の脱酸性化処理を行い、また同時に破
れや綴じの補修を行うことで、歴史的公文書の長期保存を図るもの。
②脱酸性化処理及び補修を行うためには、紙質や劣化状態を文書ごとに把握
し、作業の可否や補修方法の判断を的確に行うための技術、技能及び施設が必
要となる。脱酸性化処理の方法として、国内では主に「DAE法」（ガス処理）と「ブッ
クキーパー方式」（非水性処理）の２種類が用いられている。
簿冊に綴じられた公文書には多種類の紙質の資料が含まれているため、脱酸性
化の対象外になる紙質が少ない方が望ましい。DAE法は、資料が変色するなど
効果がない紙質が多いことが指摘されており、また、使用するガスは、インク紙の
変色・退色に著しく影響するとの指摘もある。また、DAE法では有害ガスを使用す
るが、ブックキーパー方式（非水性処理）で用いる液体は無臭・非可燃性であるた
め、通常の換気が行われている空間で使用が可能である。
以上のことから、ブックキーパー方式を選定する。
③ブックキーパー方式の技術は国内では「キハラ・プリザベーション株式会社」の
みが有しているため、同社と随意契約を締結する。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

130 東部振興局
Ｒ３経営体北江２工区ほ場整備実施
設計委託業務

令和3年12月28日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

12,100,000  円

本事業は、経営体育成基盤整備事業　北江地区において、区画整理、道路、用・
排水路計画の設計を行うものである。
本地区では換地を伴う区画整理を予定しており、換地設計業務においては、土地
改良法に精通し、換地の専門知識を有する換地士を多く抱え、換地専門の組織
を有している必要があることから、これを満たす法人として、上記団体と随意契約
を締結している。
本業務は、上記の換地設計業務と密接に関連しており、切り離して実施すること
は不可能であり、これを満たす法人は大分県土地改良事業団体連合会のみであ
る。
根拠：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

131
東部振興局日出水利
耕地事務所

Ｒ３中山間杵築大田地区計画資料作
成委託業務

令和3年12月27日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,420,000  円

本業務は、杵築市における中山間地域農業農村総合整備事業の計画資料を作
成するものである。
本事業は、平成２２年に当初計画、平成２６年に変更計画の作成を行なっている
が、下記団体はその業務を受託して行なっている。
大分県土地改良事業団体連合会は、土地改良事業制度に熟知しており、経済効
果算定において、優れた情報収集、分析、効果算定能力があり、一般コンサルに
はない豊富な知識、データ及び算定技術を有しているため随意契約を締結した。
根拠：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

132 中部振興局
Ｒ３県計上横瀬事業計画資料作成委
託業務

令和3年12月9日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

7,370,000  円

・本業務は、上横瀬地区の事業計画資料の作成を行うものである。
・この業務を行うためには、土地改良事業制度に熟知しており、事業内容等につ
いて市町村や土地改良区等の地元に対し適切なアドバイスが可能で、事業計画
資料の作成にあたって、優れた情報収集、分析、効果算定能力があり、一般的な
コンサルにはない豊富な知識、データ及び算定技術を有する必要がある。
・当該条件を満たす者は、大分県土地改良事業団体連合会のみである。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

133
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ3基幹水利大分第８竹田西部加圧
機場保全計画算定委託業務

令和3年12月21日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

5,093,000  円

①本業務は、Ｒ３基幹水利大分第８竹田西部加圧機場保全計画算定委託業務を
おこなうものである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

134 北部振興局
Ｒ３県計山本農地再編整備構想資料
作成委託業務

令和3年12月13日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

4,400,000  円

①本業務は、県営計画調査事業　山本地区における計画資料作成を行うもので
ある。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定などの業務を含んでおり、農業経
営に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントに
はない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記技術を有しているのは左記業者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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135 北部振興局
Ｒ３県計伏田農地再編整備構想資料
作成委託業務

令和3年12月13日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,090,000  円

①本業務は、県営計画調査事業　伏田地区における計画資料作成を行うもので
ある。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定などの業務を含んでおり、農業経
営に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントに
はない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記技術を有しているのは左記業者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

136 北部振興局
Ｒ３合理化大分第９葛原計画資料作
成委託業務

令和3年12月13日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

9,460,000  円

①本業務は、県営農業水利施設保全合理化事業　大分第９地区　葛原地区にお
ける計画資料作成を行うものである。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定などの業務を含んでおり、農業経
営に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントに
はない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記技術を有しているのは左記業者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

137 北部振興局
Ｒ３県計呉崎農地再編整備構想資料
作成委託業務

令和3年12月13日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,090,000  円

①本業務は、県営計画調査事業　呉崎地区における計画資料作成を行うもので
ある。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定などの業務を含んでおり、農業経
営に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントに
はない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記技術を有しているのは左記業者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

138 北部振興局
Ｒ３県計三光佐知農地再編整備構想
資料作成委託業務

令和3年12月13日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

5,720,000  円

①本業務は、県営計画調査事業　三光佐知地区における計画資料作成を行うも
のである。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定などの業務を含んでおり、農業経
営に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントに
はない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記技術を有しているのは左記業者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

139 北部振興局
Ｒ３県計南高瀬農地再編整備構想資
料作成委託業務

令和3年12月13日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

2,970,000  円

①本業務は、県営計画調査事業　南高瀬地区における計画資料作成を行うもの
である。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定などの業務を含んでおり、農業経
営に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタントに
はない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記技術を有しているのは左記業者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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140
豊後大野水利耕地事
務所

R3経営体宇田枝計画変更資料作成
委託業務

令和3年12月6日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

4,774,000  円

①本業務は、県営経営体育成基盤整備事業宇田枝地区の、計画変更資料作成
業務を行うものである。
②本業務は、「大分県土地改良事業団体連合会と随意契約を行うことができる場
合の運用方針」で定める「事業計画書等作成」に該当するもの。
③大分県土地改良事業団体連合会は、土地改良事業制度を熟知し、優れた情
報収集、分析、経済効果算定能力及び、一般コンサルタントには無い豊富な知
識、データ並びに算定技術を有している。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

141 電子自治体推進室
マイナポイント普及支援端末の賃貸
借に係る契約

令和3年12月24日
福岡県福岡市博多区東那阿1丁目14-46
株式会社ユニットコム　九州支店

940,500  円

①本業務は、賃貸借した端末を大分県信用組合38支店に貸し出ししており、マイ
ナポイントの普及促進や申請サポートを行うものである。
②これを行うためには、ノートパソコンとウィルス対策のソフトが必要である。
③総務省のマイナポイント事業に合わせ、令和3年2月10日から令和3年12月31
日まで株式会社ユニットコムと契約していたが、マイナポイント事業が12月20日に
3月末までに延長となり、早急に3月末まで端末の確保と再配置が必要となった。
④上記条件を満たす者は、株式会社ユニットコムのみである。
⑤根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第5号

142 東部振興局
Ｒ３防災減災高地下池計画資料作成
委託業務

令和4年1月11日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

8,800,000  円

①本業務は、令和５年度新規採択予定である「高地下池地区農村地域防災減災
事業」の事業計画資料を作成するものであり、事業実施要綱及び要領等に精通
し、事業計画、事業効果算定等の経験や知識を必要とする委託業務である。
②大分県土地改良事業団体連合会は、ほ場整備事業やため池整備事業等、農
業農村整備事業制度に熟知しており、事業内容について県土連の会員である市
町村や改良区等の地元に対し適切なアドバイスができ、事業計画書作成も数多く
実施している。
また、経済効果算定にあたって、優れた情報収集・分析・効果算定能力があり、
一般コンサルタントにない豊富な知識、データ及び算定技術を有している。
③上記条件を満たしている者は大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠：：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

143 中部振興局
Ｒ３震ため猿喰溜池計画変更資料作
成委託業務

令和4年1月18日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,300,000  円

①本業務は、猿喰溜池地区の変更事業計画書の資料作成を行うものである。
②この業務を行うためには、土地改良事業制度に熟知しており、事業内容等につ
いて市町村や土地改良区等の地元に対し適切なアドバイスが可能で、変更事業
計画書の資料作成にあたって、優れた情報収集、分析、効果算定能力があり、一
般的なコンサルにはない豊富な知識、データ及び算定技術を有する必要がある。
③当該条件を満たす者は、大分県土地改良事業団体連合会のみである。
④根拠法令：：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

144 北部振興局
Ｒ３県計佐々礼農地再編整備構想資
料作成委託業務

令和4年1月17日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,740,000  円

①本業務は、県営計画調査事業　佐々礼地区における計画資料作成を行うもの
である。
②本業務は、経済効果の算定及び計画の策定などの業務を含んでおり、農業経
営に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力及び一般コンサルタントには
ない豊富な知識を有する技術者が必要である。
③上記技術等を有しているのは左記業者のみである。
④根拠法令：：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

145 北部振興局
Ｒ３ため群矢部東計画変更資料作成
委託業務

令和4年1月17日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

3,859,900  円

①本業務は、防災ダム事業　矢部東地区おける事業計画の変更資料を作成する
ものである。
②本地区の当初事業計画書は、大分県土地改良事業団体連合会が作成してい
るため、地域の概要や効果算定に必要なデータ及び資料を有しており、当業務
の内容を熟知している。
また、経済効果算定にあたり、優れた情報収集、分析、効果算定能力、豊富な知
識を有する技術者が必要である。
③上記技術等を有しているのは左記業者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

146 北部振興局
Ｒ３合理化大分第９呉崎工区経済効
果算定資料作成委託業務

令和4年1月25日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

4,400,000  円

①本業務は、県営合理化大分第９(呉崎）地区における経済効果算定資料作成を
行うものである。
②本業務は、経済効果の算定及び事業化の検討などの業務を含んでおり、農業
経営に関する優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、一般コンサルタント
にはない豊富な知識及び技術者が求められる。
③上記技術を有しているのは左記業者のみである。
④根拠法令：：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

147 行政企画課
会場借上契約
（第158回九州地方知事会議等開催）

令和3年10月1日
東京都港区浜松町2丁目3番1号
オリックスホテルマネジメント株式会社

990,000  円

①本契約は、第158回九州地方知事会議を開催するため会場を借り上げるもの
である。九州地方知事会議は、九州・山口各県持ち回りで開催しており、今回は
本来鹿児島県（奄美大島）での開催であったが、医療提供体制の限られた離島で
のコロナ感染防止のため急遽本県で開催するもの。
　・開催日　10月21日（木）
　・開催地　別府市内
②会場の選定にあたり、十分な広さのメイン会議場、その他記者会見場等各種
会場の確保が可能であるかという観点から会場選定を行った。
③これらの条件を満たし、10月21日に開催できる会場は、オリックスホテルマネジ
メント株式会社が運営する別府温泉杉乃井ホテルホテルのみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

148 知事室
令和３年大分県功労者表彰式委託
業務

令和3年10月28日
大分市田室町９番２０号
レンブラントホテル大分

1,651,731  円

①交通の便の良い大分市中心部に立地し受賞者８５名同伴者８５名県幹部２０名
の計１９０人を収容可能な施設を有する事業者
②令和３年１１月３日に空いている施設を有する事業者
上記①②を満たすのはレンブラントホテル大分のみであり、
また同ホテルは大分県の特色を活かした料理の提供や式典を催す経験も豊富で
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

149 電子自治体推進室
大分県施設予約システム導入業務
委託

令和4年1月18日
愛知県名古屋市東区照が丘10-1
株式会社リザーブマート

3,059,500  円

①本業務は、県及び市町村の文化施設・スポーツ施設等の利用予約について、
オンラインで予約ができる施設予約システムを導入するものである。
②本業務を委託するにあたり、選定委員会において審査した結果、最も優れた提
案を行った株式会社リザーブマートと契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

150 電子自治体推進室
大分県ＰＯＳレジ及びキャッシュレス
決済端末等導入業務委託

令和4年1月14日
東京都中央区築地5-4-18　汐留イーストサ
イドビル2・3F
ポスタス・三井住友カード共同事業体

2,344,628  円

①本業務は、本県の収納窓口における使用料及び手数料等の公金収納におい
て、ＰＯＳレジ及びキャッシュレス決済に対応した決済端末等の導入を行うもので
ある。
②本業務を委託するにあたり、選定委員会において審査した結果、最も優れた提
案を行ったポスタス・三井住友カード共同事業体と契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

151 東部振興局
住民向け講演会及び事業者向け講
演会企画・運営委託業務

令和3年11月2日
大分市大手町1-3-4遊歩ビル302
株式会社minsora
代表取締役　高山　久信

2,421,258  円

①当該法人の代表取締役の高山氏は、これまで多くの宇宙開発プロジェクトに関
わっており、宇宙に関する幅広い知識を有している。また幅広い人脈から、宇宙
に関する専門的な知識を有した講師の招聘を期待できる。当該法人も、大分県
内において宇宙に関する講演会を開催した実績があり、ノウハウを有している。
②上記条件を満たしている者は株式会社minsoraのみである。
③根拠：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

152 南部振興局
佐伯市西上浦地域におけるネット
ワーク・コミュニティ推進モデル事業
委託業務

令和3年11月18日
大分県佐伯市大字狩生1557番地3
西上浦地域新たな地域コミュニティ組織を
考える会

2,000,000  円

①本業務は、佐伯市西上浦地域における様々な課題を解決するためのネット
ワークコミュニティづくりに向けた取組を実施し、新たな地域の担い手として機能
するとともに、継続した組織になりうるか検討するものである。
②これを行うためには、直川地域の全住民が参加し、ネットワークコミュニティを
推進する必要がある。
③県内に上記要件を満たすものは直川地域新たな地域コミュニティ組織を考える
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

153
豊肥振興局大野川上
流開発事業事務所

Ｒ３経営体（畑）竹田西部３期ほ場整
備設計委託業務

令和4年2月28日
大分市城崎町２丁目２番２７号
大分県土地改良事業団体連合会

2,926,000  円

①本業務は、Ｒ３経営体（畑）竹田西部３期ほ場整備設計委託業務をおこなうも
のである。
②これを行うためには、土地改良制度の専門知識が必要である。
③上記実績、知識や技術を有する者は大分県土地改良事業団体連合会のみで
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

154 北部振興局
Ｒ3北局県治第６号月平地区治外山
工事

令和4年2月2日
中津市耶馬溪町大字樋山路38番地
株式会社　川原建設

4,367,000  円

①本工事は、令和３年７月梅雨前線豪雨により、法面の一部が崩壊した２路線・
１カ所を復旧する法面工事である。
②本工事は、１月1４日に６者、１月２１日に３２者で指名競争入札を行ったが、１
回目、２回目とも左記業者のみしか応札がなく不調となった。
③本工事は、災害復旧工事であり、山腹が崩壊し放流した場合、甚大な被害を
及ぼす恐れがあるため、緊急に対応が必要である。そのため、過去に治山工事
の実績が豊富にあり、いずれの入札にも唯一応札した先記業者と随意契約を行
う。
④根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第8号

155
東部振興局日出水利
耕地事務所

Ｒ３減災防災上の池溜池事業計画書
作成委託業務

令和4年3月28日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

8,250,000  円

①本業務は、杵築市山香町大字小武にある上の池溜池における、ため池改修
（農村地域防災減災事業）の整備事業計画を作成するものである。
②杵築市内のため池については、平成15年度から平成18年度にかけて緊急点
検・ため池台帳の作成を行っているが、下記団体はその業務を受託して行ってい
る。
③大分県土地改良事業団体連合会は、土地改良事業制度に熟知しており、経済
効果算定において、優れた情報収集、分析、効果算定能力があり、一般コンサル
にはない豊富な知識、データ及び算定技術を有しているため随意契約を締結し
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



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

156 西部振興局
Ｒ３西局災関地第１号
鰐地区治山工事

令和3年11月29日
日田市大字日高２７５７
新日本緑地　株式会社

9,845,000  円

①本工事は、令和３年８月豪雨に係る倒木の伐採除去や丸太透水処理工の撤
去（安全対策工）および災害復旧本工事のための工事用道路工である。
②本工事は、応急工事（Ｒ３西局県治第４号鰐地区治山工事）と施工箇所が重複
するものが多く密接な関係であり、応急工事の仮設備（施工地内への進入路等）
も引き続き利用する。また、地すべり地内及び末端の崩壊部分は安全かつ慎重
に工事を施工しなければならず、調査業務と錯綜して、並行作業を行ない、十分
な安全を確保して工事を実施する必要がある。
③応急工事の実施者である新日本緑地（株）は現場内を熟知しており、調査会社
との作業上の安全確保に実績がある。また、応急工事の建設機械使用による、
工期短縮、近接工事の諸経費調整に経費の節減が図れるのは新日本緑地のみ
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6号

157 北部振興局
令和３年度
北局第１号
県営林産物立木（支障木）売払処分

令和4年3月18日
宇佐市安心院町田ノ口250番地
宇佐地区森林組合

1,767,700  円

①本業務は、県行分収造林地 北部444林班内の林業専用道 村部水車線開設に
伴い、開設用地の支障木として伐採する立木を処分するものである。
②支障木の買受が出来る者は、県営林産物処分に係る指名競争入札参加資格
を有する者である。
③支障木を有利に買受出来る者は、当該林業専用道開設工事の伐採作業を請
け負っており、指名競争入札参加資格を有する宇佐地区森林組合のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

158 北部振興局
Ｒ３防ため山池計画変更資料作成委
託業務

令和4年3月18日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

1,980,000  円

①本業務は、防災重点農業用ため池整備事業｢山池地区｣における事業計画の
変更資料作成を行うものである。
②本業務の当初事業計画は、大分県土地改良事業団体連合会が作成しており、
地域の概要や効果算定にあたり、優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、
一般コンサルタントにはない豊富な知識、データ及び算定技術を有している。
よって、左記業者と随意契約を行う。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

159 北部振興局
Ｒ３防ため長尾溜池計画変更資料作
成委託業務

令和4年3月18日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

1,870,000  円

①本業務は、防災重点農業用ため池整備事業｢長尾溜池地区｣における事業計
画の変更資料作成を行うものである。
②本業務の当初事業計画は、大分県土地改良事業団体連合会が作成しており、
地域の概要や効果算定にあたり、優れた情報収集、分析、効果算定能力を有し、
一般コンサルタントにはない豊富な知識、データ及び算定技術を有している。
よって、左記業者と随意契約を行う。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



総務部 随意契約件数 160 件                                 金額 1,199,840,747  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

160
豊後大野水利耕地事
務所

Ｒ３合理化大分１０豊後大野３期計画
資料作成委託業務

令和4年3月31日
大分市城崎町２丁目２番２５号
大分県土地改良事業団体連合会

18,678,000  円

①本業務は、県営農業水利施設保全合理化事業豊後大野３期地区の、事業計
画資料作成業務を行うものである。
②本業務は、「大分県土地改良事業団体連合会と随意契約を行うことができる場
合の運用方針」で定める「事業計画書等作成」に該当するもの。
③大分県土地改良事業団体連合会は、土地改良事業制度を熟知し、優れた情
報収集、分析、経済効果算定能力及び、一般コンサルタントには無い豊富な知
識、データ並びに算定技術を有している。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号


