
農林水産部 随意契約件数 131 件                                 金額 1,342,363,334  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 農林水産企画課
令和３年度農業土木標準積算システ
ム基準データ作成委託業務

令和3年4月1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

19,250,000  円

　本業務は本県にて導入している標準積算システムの基準データの作成・改訂等
を行うものである。
　このシステムは、外部に非公表のデータを含み、これらのデータ作成･改訂作業
は、農業土木における設計積算実務経験を有し、流出･損失防止が確立された機
関で行う必要がある。また、本システムは農業農村整備事業の実施主体及びそ
れを支援している団体のみ導入可能であり、本県において支援している団体は当
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

2 農林水産企画課
令和３年度農業農村整備標準積算
システム大分県補助版運用保守業
務

令和3年4月1日
東京都中央区日本橋富沢町10番16号
一般社団法人　農業農村整備情報総合セ
ンター

4,675,000  円

　本業務は本県にて導入している標準積算システム大分県補助版の運用保守を
行うものである。
　このシステムは農林水産省が自ら積算業務に使用することを目的として開発さ
れたものであり、このシステムを都道府県版に改変･配布する使用許諾を受けて
いるのは、(一社)農業農村整備情報総合センターのみであるため、本業務を行え
るのは当該法人以外にない。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

3 農林水産企画課
令和３年度森林土木積算システム運
用保守・維持管理委託業務

令和3年4月1日
熊本県上益城郡益城町田原2170番地2
株式会社　ティーユーシー

1,887,600  円

　 本業務は、本県にて導入している森林土木積算システムの運用保守及び単価
データ等の維持管理を行うものである。
　 この業務を行うためには、プログラム内容の修正等が必要であるが、それらを
行えるのは、当システムの積算業務を唯一担っている株式会社ティーユーシーの
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

4 農林水産企画課
令和３年度ＣＡＤシステム運用保守
委託業務

令和3年4月1日
福井県坂井市丸岡町磯部福庄5-6
福井コンピュータ株式会社

1,232,000  円

　本業務は、本県にて導入しているＣＡＤシステムに係るソフトウエアの運用保守
を行うものである。
　この業務を行うためには、必要となるプログラムの保守、バージョンアップ等が
必要であるが、それらを行えるのは、当システムの著作権を有している福井コン
ピュータ株式会社のみである。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

5
農林水産研究指導セン
ター農業研究部

令和３年度
研究棟及び栽培実習棟に係る冷凍
機等の保守管理業務委託契約

令和3年4月1日
福岡市博多区博多駅南4－6－23
パナソニック産機システムズ株式会社
九州支店

3,979,800  円

①本業務は、冷凍機等の保守管理を行うものである。
②当該機器は三洋電機特機（株）製の特殊機械設備であるため、業務を行うため
には、専用部品等の供給が可能で、メンテナンス・修理等についても特殊の技術
が求められる。
③これらに対応できるのは、三洋電機特機（株）の事業を承継したパナソニック産
機システムズ（株）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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6
農林水産研究指導セン
ター農業研究部

令和３年度
浄化槽等維持管理業務委託契約

令和3年4月1日
豊後大野市三重町赤嶺1183番地1
株式会社　豊肥環境センター

2,222,000  円

①本業務は、農林水産研究指導センター及び農業大学校に設置している浄化槽
清掃等の維持管理業務を行うものである。
②これを行うためには、浄化槽清掃業及び一般廃棄物（し尿等）処理業の許可が
必要である。
③豊後大野市で上記許可を受けているのは、（株）豊肥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

7
農林水産研究指導セン
ター農業研究部

令和３年度
物品及び生産物委託販売契約

令和3年4月1日
豊後大野市犬飼町田原１５８０番地２９
株式会社　大分県畜産公社

16,255,334  円

①本業務は、当センターで生産される豚について、種豚として残すもの、農課に譲
渡するもの以外の豚の販売を委託するものである。
②これを行うためにはと畜処理から販売までの技術が必要である。
③県内でと畜処理から販売まで一社のみで行っているのは、大分県畜産公社の
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

8
農林水産研究指導セン
ター農業研究部水田農
業グループ

生産物販売契約 令和3年4月1日
大分市大字古国府6丁目4番1号
一般財団法人 大分県主要農作物改善協
会

3,705,274  円

①本契約は、農林水産研究指導センター農業研究部水田農業グループにおいて
生産した米・麦・大豆の原種種子を適切に増産させ、真正な種子の購入を希望す
る農家に広くかつ迅速に供給するために行うものである。
②一般財団法人大分県主要作物改善協会は大分県の外郭団体（指定団体）であ
り、国民生活に不可欠な主要農作物の安定供給と農家経済の安定・向上を図る
ため、米麦及び大豆の種子の安定的な生産・供給と米麦及び大豆の品質改善を
推進する事業を実施しており、本契約の目的を達成できるのは当該団体のみで
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
※契約（見込）金額　3,705,274円（R2年度実績額）

9
農林水産研究指導セン
ター農業研究部水田農
業グループ

農林水産研究指導センター（宇佐）
試験研究現場作業補助業務

令和3年4月1日
大分市東大道１丁目11-1
公益社団法人 大分県シルバー人材セン
ター連合会

3,097,716  円

①本業務は、農林水産研究指導センター農業研究部水田農業グループの圃場
等における試験研究に伴う業務を円滑に推進するため、現場作業の補助業務を
行うものである。
②業務内容については、農作業経験のある者が適しており、特に圃場内での試
験研究補助という特殊な業務を担う人材の確保が必要である。
③これらの人材を有しており、年間を通じて適した対応ができるのは公益社団法
人大分県シルバー人材センター連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：962円/ｈ（消費税別）、交通費314円/日

10
農林水産研究指導セン
ター畜産研究部

令和３年度飼料単価契約 令和3年4月1日
大分市花園三丁目２番１０号
大分県農業協同組合

4,529,430  円

①本契約は、牛の飼料購入に係る単価契約である。
②各発育過程、飼養形態に対する家畜への飼料給与については、県等が監修す
る給与マニュアルが策定されている。この各給与マニュアルに基づき当研究部で
は飼料給与を行っており、牛の飼育等の試験研究に必要である。
③上記マニュアルに基づく銘柄の一部を取り扱う業者が当事業者のみであった。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：豊後牛肥育前期 63.110円/ｋｇ、豊後牛肥育用後期 61.250円/ｋ
ｇ、豊後牛育成期用L 80.940円/㎏、新直接検定専用飼料 2,150円/ｋｇ、NEWパ
ワフルモーレット 2,080円/ｋｇ、がんばれ大分っ子 74.340円/ｋｇ、よこづなづくり
2,770円/ｋｇ



農林水産部 随意契約件数 131 件                                 金額 1,342,363,334  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

11
農林水産研究指導セン
ター畜産研究部

令和３年度おが粉単価契約 令和3年4月1日
大分市大字津守３４１
株式会社　ヒサノ

4,217,400  円

①本契約はおが粉購入に係る単価契約である。
②おが粉の購入に際しては、当研究部の各チーム・各牛舎ごとに必要とする粒径
に柔軟に対応できる必要がある。また、倉庫への雲板について必要な車両及び
人員を確保する必要がある。
③上記を充す者は、当事業者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：大粒　2,860円/立方メートル、小粒　　3,080円/立方メートル

12
農林水産研究指導セン
ター畜産研究部

令和３年度液体窒素単価契約 令和3年4月1日
大分市乙津港町１丁目１－５
株式会社　ウエダ商工

4,032,600  円

①本契約は、液体窒素購入に係る単価契約である。
②当研究部に設置してある液体窒素供給施設はエア・リキード工業ガス株式会
社九州支社から無償で借り受けしており、この設備にはエア・リキード社が供給す
る製品以外を充填しないこととなっている。
③上記製品を取り扱う県内の代理店は当事業者のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：155.1円/リットル

13
農林水産研究指導セン
ター畜産研究部

生産物及び物品委託販売契約 令和3年4月1日
大分市古国府府六丁目４番１号
全国農業協同組合連合会大分県支部

2,269,743  円

①本契約は当研究部の生産物及び物品に係る販売委託契約である。
②当研究における生産物｛繁殖試験牛生産子牛（肥育、育成）及び物品（基幹種
雄牛・候補種雄牛・直接検定牛・現場後代検定牛・受精卵移植供卵牛・肥育試験
牛）の飼養管理に基づく売却とその円滑化のため必要である。
③肉用牛の販売方法として次の3種類が挙げられる。（1）全農大分県本部の市場
に出荷。（2）個人の家畜商に販売。（3）全農大分県本部に販売の委託。前述の3
種類の方法のうち、（1）及び（2）の方法で販売をした場合、枝肉となる場所が不確
定であるが、（3）による委託販売の場合は、出荷及び枝肉となる場所として「大分
県畜産公社」の指定が可能となり、近距離で利便性が高いため当事業者への委
託が妥当である。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

14
農林水産研究指導セン
ター畜産研究部

生乳委託販売契約 令和3年4月1日
大分市大字廻栖野３２３１番地
大分県酪農業協同組合

1,393,156  円

①本契約は当研究部で生産される生乳の販売に係る販売委託契約である。
②当研究部で飼養している乳牛から生産される生乳を売り払う必要がある。
③当研究部で生産される生乳の売り払いにおいて、県内唯一の生乳取扱業者が
当事業者であるため。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項2号

15
農林水産研究指導セン
ター水産研究部

赤潮監視・データ収集委託業務 令和3年4月1日
大分市大津町１－２０－３
シーアイファクトリー株式会社

3,557,400  円

①本業務は、自動昇降式観測機を用いて、赤潮原因種の監視・データ収集を行う
ものである。
②この業務は、既に導入済の24時間監視ができる観測機２台体制で監視・データ
収集を実施する必要がある。
③本業務を実施できるのは、観測機の管理・運用を行う環境システム株式会社の
代理店であるｼｰｱｲﾌｧｸﾄﾘｰ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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16
農林水産研究指導セン
ター水産研究部

遠隔操作水中カメラシステム賃貸借
契約

令和3年4月8日
大分市大津町１－２０－３
シーアイファクトリー株式会社

1,128,600  円

①本業務は、佐伯湾におけるマグロの遊泳状況及び深層型生け簀網の動態把
握を調査する機器一式を賃借するものである。
②これを行う機器は、佐伯湾において稼働実績があり、耐水深性能等試験を実
施する上で要求される仕様を満たす必要があるが、昨年度賃借実績のある株式
会社マツイの機器が唯一適合する機器である。
③本業務を実施できるのは、この機器の製造・保守を行う株式会社マツイの県内
代理店であるｼｰｱｲﾌｧｸﾄﾘｰ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

17 おおいたブランド推進課
大分県６次産業化サポートセンター
運営委託業務

令和3年4月1日
大分市東春日町１７－２０
ソフトパークセンタービル
公益財団法人　大分県産業創造機構

12,009,500  円

　本業務は、６次産業化の推進を目的に、農林漁業者等へのサポート活動やサ
ポートセンター会議等の開催を行うものである。
　この業務を行うためには、６次産業化に対する専門知識やノウハウ、様々な農
林漁業者や関係機関等とのネットワークを持ち、相談からフォローアップまできめ
細かく実施できる知識と実績、体制を備えていることが必要である。
　公益財団法人　大分県産業創造機構（以下「機構」という）は、九州農政局から
平成24年度6次産業総合推進事業を受託以降、本県の6次産業化に係る相談、
支援等を担当する県内唯一の専門機関として本県の6次産業化を推進しており、
本県において、上記知見や技術を有し、本業務を遂行できる事業者は機構のみ
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

18 農村整備計画課
令和３年度
大分県央飛行場照明施設・電気施
設保守点検業務委託

令和3年4月1日
熊本県熊本市中央区細工町４丁目12-12
日本電設工業株式会社 中九州営業所 1,287,770  円

①本業務は、航空機の着陸時の安全を確保することを目的に、飛行場の照明施
設の保守管理を行うものである。
②飛行場の灯火施設については、国が承認したメーカーでのみ取り扱っている特
殊なものであり、委託先は当該機器に精通している者に限定される。
③上記技術を有し、飛行場のある豊肥地域を営業区域として、不測の事態にも対
応できるのは、日本電設工業（株）中九州営業所のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

19 農村整備計画課
令和３年度
大分県央飛行場管理運用業務委託

令和3年4月1日
大分市王子町１２－１
九州航空株式会社

6,600,000  円

①本業務は、大分県央飛行場の管理・運用を行うものである。
②これを行うためには、航空用無線による管制業務、飛行場の各種点検業務、運
用管理を一体的に実施できる事が必要である。
③上記技術を有し、県内に本店若しくは支店を設置しているのは、九州航空のみ
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 林務管理課
令和３年度
森林地図情報システム保守委託業
務

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

1,100,000  円

①本業務は、大分県森林地図情報システムの保守を行うものである。
②本システムは（株）オーイーシーが開発したシステムであり、利用には専用のア
プリケーションが必要である。また、適切かつ円滑な保守業務を遂行するために
は、本システムのプログラム、仕組、森林計画業務との連携を深く理解している必
要がある。
③上記の条件を満たすの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



農林水産部 随意契約件数 131 件                                 金額 1,342,363,334  円
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21 林務管理課
令和3年度
高性能林業機械VR研修委託業務

令和3年4月14日
大分市花園二丁目６番４６号
公益財団法人森林ネットおおいた

1,958,000  円

①本業務は、大分県林業研修所に設置したハーベスタシミュレータを使用した研
修を行うものである。
②その管理・運営を効率的にできるのは研修所指定管理者に限られる。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

22 森林保全課 令和３年度県営林事業委託 令和3年4月1日
大分市花園２丁目６番４６号
公益財団法人　森林ネットおおいた

145,860,000  円

①本業務は、県下全域の県営林の伐採・保育事業（間伐等）及びその事業等に
必要な作業道の開設事業を行うものである。
②県営林（県有林、県行分収林及び県民有林）を一体的、効率的に管理運営す
るため、森林経営委託に係る公募を実施した結果、平成２９年度から令和４年ま
での期間において、公益財団法人森林ネットおおいたと森林経営委託契約を締
結したところである。
③本業務は、森林経営委託契約第６条に基づき森林経営計画を樹立した森林に
対する森林経営委託契約第４条による事業の実施であることから、公益財団法
人森林ネットおおいたに委託するものである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

23 森林保全課
令和3年度県営林産物（間伐材等）
処分事業委託

令和3年4月1日
大分市花園２丁目６番４６号
公益財団法人　森林ネットおおいた

16,775,000  円

①本業務は、搬出間伐事業の実施において生産された素材の処分（販売）を行う
ものである。
②平成29年度に公益財団法人森林ネットおおいたと締結した森林経営委託契約
に基づく業務であり、県営林事業委託のうち、搬出間伐事業の実施において生産
された素材の処分（販売）を迅速かつ効率的に実施するため行うもの。
③本業務は、森林経営委託契約第4条第1項第3号に基づくものであり、同契約第
4条第1項第2号に基づく間伐事業で生産された間伐材の処分業務を対象としてい
るため、公益財団法人森林ネットおおいたに委託するものである。
④根拠法令：地方自治法施行令167条の2第1項第2号

24 森林保全課
令和３年度大分県鳥獣行政推進事
業委託業務

令和3年4月1日
大分市顕徳町２丁目６－１３
一般社団法人　大分県猟友会

7,526,244  円

①本業務は、鳥獣行政の補助・推進を目的として、県の職員だけでなく、鳥獣の
保護・管理等鳥獣に関する知識を有する狩猟者が、森林の巡回等を行うものであ
る。
②鳥獣の保護や管理、狩猟の適正化については、森林等での巡回及び調査業
務を適宜行う必要があり、傷病鳥獣や鳥インフルエンザ等への対応等専門的な
知識を有することが求められる。
③狩猟免許を有している等専門知識を持つ狩猟者を束ね、業務を効率的かつ正
確に執行できる組織力と機動力がある団体は大分県猟友会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

25 森林保全課
令和３年度森の先生派遣事業委託
業務

令和3年4月1日
大分市高崎３丁目６番１１号
特定非営利活動法人　グリーンインストラ
クターおおいた

5,890,000  円

①本業務は、森林づくりボランティア情報の提供等を行う森林づくりボランティアセ
ンターの運営を行うものである。
②森林ボランティア活動や森林環境教育に深い造詣があり、森林ボランティア団
体との連携が強く、安定した事業執行できる者である必要がある。
③県内で上記のことができる者は、特定非営利活動法人グリーンインストラクター
おおいたのみである。
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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26 森林保全課
Ｒ２ 森保第１３号 金吉川流域山地
災害危険地区調査表作成委託業務

令和3年4月1日
大分市府内町３丁目８番２５号　山田ビル
国土防災技術　株式会社　大分支店

5,687,000  円

①本業務は、別途委託業務により示された「金吉川流域における無降雨崩壊等
に対し”危険となる可能性のある箇所”抽出フロー」に基づき抽出された箇所につ
いて、山地災害危険地区の調査表作成等を行うものである。
②これを行うためには、現場のこれまでの経緯、発生メカニズム、危険地区の調
査手法を熟知する者である必要がある。
③上記の者は、①記載のフローを作成し、当地区に精通している国土防災技術
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

27 森林保全課
令和３年度森林林業教育促進事業
委託

令和3年4月15日
大分市横尾４２２５番地
森づくり人材育成協議会

3,000,000  円

①本事業は、森林を活用した学習の推進や大分の森林を守り育てる人材の育成
を図り、新たな学習指導要領に沿った発達の段階に即した森林林業教育を推進
するため、指導者養成のための研修会、また実践プログラムの作成を行うもので
ある。
②これを行うためには、森林林業教育に関わる知識、自然観察指導技術をもち、
幅広い関係団体との連携が強く、主体的に研修を受講する枠組みやプログラム
作成・実践を確実に行う必要がある。
③県内で上記のことができる者は、当該分野の関係団体を構成員として組織して
いる森づくり人材育成協議会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

28 森林保全課
令和３年度森林づくりボランティア支
援センター事業委託業務

令和3年4月1日
大分市高崎３丁目６番１１号
特定非営利活動法人　グリーンインストラ
クターおおいた

2,950,000  円

①本業務は、森林づくりボランティア情報の提供等を行う森林づくりボランティアセ
ンターの運営を行うものである。
②森林ボランティア活動や森林環境教育に深い造詣があり、森林ボランティア団
体との連携が強く、安定した事業執行できる者である必要がある。
③県内で上記のことができる者は、特定非営利活動法人グリーンインストラクター
おおいたのみである。
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 森林保全課
令和３年度大分県鳥獣１１０番救護
所設置事業委託

令和3年4月1日
大分市廻栖野３２３１番地４７
公益社団法人　大分県獣医師会

2,851,171  円

①本業務は、野生鳥獣を傷病から救護するため、鳥獣110番救護所を設置し、野
生傷病鳥獣を治療し、放鳥獣などを行い、自然界へ復帰させるものである。
②傷病鳥獣の救護には、専門獣医や動物病院との連携を図り対処していくことが
必要であるが、個々の専門獣医や動物病院等では年間を通じて不特定多数の県
民から数多くの傷病鳥獣が持ち込まれ、本来の獣医活動等にかなりの犠牲を払
うことが予想される。さらに野生鳥獣は感染症等を引き起こす恐れがあるので県
内全ての施設が受入可能ではない。
③よって、「鳥獣１１０番事業」の意義を理解し、野生鳥獣の受入可能な獣医師会
員を有する大分県獣医師会と契約を行うもの。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

30 森林保全課
令和３年度治山統合管理システム保
守業務委託

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

1,815,000  円

①本業務は、平成19年度に株式会社　オーイーシーに委託し開発した治山統合
管理システムの維持管理業務を行うものである。
②これを円滑に行うためには、高度な技術力と、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上記条件を有する者は、株式会社　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
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31 森林保全課
令和３年度平成森林公園専用水道
水道施設管理業務委託

令和3年4月1日
大分市豊饒２丁目１１番３号
公益社団法人　大分県薬剤師会

1,135,200  円

①本業務は、県民の森平成森林公園専用水道における、水道施設の管理に関
する技術上の業務及び給水装置の管理に関する技術上の業務を行うものであ
る。
②これを行うには水道技術管理資格を有する必要がある。
③水道法第19条第2項の規定により、水道技術管理者が水質検査や給水の緊急
停止等の業務に従事または監督しなければならない。また、水道法施行令第9条
第1号の規定により、水道技術管理と水質検査業務を一体的に行う必要がある。
前記水道検査は水道法第20条第3項の規定により厚生労働省登録水質検査機
関で行うこととされており、県内に検査施設を有する登録機関は公益社団法人大
分県薬剤師会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

32 森林保全課
令和３年度平成森林公園専用水道
水質検査業務委託

令和3年4月1日
大分市豊饒２丁目１１番３号
公益社団法人　大分県薬剤師会

1,171,500  円

①本業務は、県民の森平成森林公園専用水道における、定期及び臨時の水質
検査の業務を行うものである。
②県ではこれらを行う検査施設がないため、水道法第20条第3項の規定により厚
生労働省登録水質検査機関へ委託するものである。
③県内に検査施設を有する登録機関は公益社団法人大分県薬剤師会のみであ
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
⑤単価契約：各項目毎に3,300円～102,630円

33 漁業管理課
令和３年度漁業取締船燃料費（免税
軽油）

令和3年4月1日

大分市中央町２－９－２４大樹生命ビル７F
株式会社ENEOSフロンティア大分宮崎カン
パニー

13,480,610  円

漁業取締業務は、本県所有の船舶を利用し、中津市から佐伯市までの県内沿岸
全域で行っており、違反漁船等に適確に対応するためには、県内各地で漁業取
締船に燃料を給油できる体制が必要不可欠である。そのためには、本県取締船
基地での給油に対応できる特殊な小型ローリーを有していることが条件となる。
この条件を満たしているのは、本契約事業者しかないため。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約 ： 94.27円／Ｌ

34 漁業管理課
令和３年度漁業取締船燃料費（免税
軽油）

令和3年4月1日 大分市大字勢家１２１３番地の２
株式会社アーク

15,648,820  円

漁業取締業務は、本県所有の船舶を利用し、中津市から佐伯市までの県内沿岸
全域で行っており、違反漁船等に適確に対応するためには、県内各地で漁業取
締船に燃料を給油できる体制が必要不可欠である。そのためには、本県取締船
基地での給油に対応できる特殊な小型ローリーを有していることが条件となる。
この条件を満たしているのは、本契約事業者しかないため。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約 ： 94.27円／Ｌ

35 水産振興課
令和３年度
大分県保護水面
管理委託

令和3年4月1日
大分市府内町３丁目５番７号
大分県漁業協同組合

2,280,000  円

①本業務は、本県が指定した保護水面の管理を行うものである。
②これを行うためには、現地巡回による監視が必要であり、適切な監視の実施を
考えた場合、県の事業担当者が実施することは合理的では無い。
③上記の管理を適切に実施できる者は、事業実施目的を十分に認識し、現地の
把握ができており、管理体制（船舶等）も整備されている大分県漁業協同組合の
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
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36 水産振興課
令和３年度
種苗生産等事業委託

令和3年4月1日
国東市国東町鶴川1006番地の１
大分県漁業公社

63,294,000  円

①本業務は、資源管理等に取り組む漁業者が種苗を放流する際、県が上乗せ支
援を行うものである。
②これを行うためには、漁業者の多様な放流希望魚種を生産する種苗生産技術
が必要である。
③上記技術を有する者は、大分県漁業公社のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

37 水産振興課
令和３年度
漁業指導監督用海岸局
委託業務

令和3年4月1日
宮崎県日南市大字下方字外浜2361番地１
宮崎県無線漁業協同組合連合会

5,891,600  円

①本業務は、海上における安全操業及び安全航行の確保に重要なものである。
②これを行うためには、大分県漁船の必要とする情報を提供できる体制を備えた
無線局で無ければならない。
③上記の条件を備えた無線局は、宮崎県無線漁業協同組合連合会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

38 地域農業振興課
令和3年度大分農業文化公園及び
大分県都市農村交流研修館の管理
に関する年度協定書

令和3年4月1日
大分市舞鶴町1丁目4番15号
公益社団法人　大分県農業農村振興公社

136,902,000  円

①本業務は、大分農業文化公園及び大分県都市農村交流研修館の管理・運営
を行うものである。
②これを行うためには、適切な管理・運営を行う能力が必要である。
③本協定は提案協議入札を実施しており、令和3年度から令和7年度までの5年
間は大分県農業農村振興公社を指定管理者として基本協定を締結しており、1者
随契となる。
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 地域農業振興課
令和３年度
ＪＧＡＰの活かし方見える化事業業務
委託契約

令和3年4月12日
神奈川県川崎市幸区中幸町3-26-24-
1207
株式会社ケミストリー

2,942,500  円

①本業務は、ＪＧＡＰに取組む生産者の経営改善効果及び優良事例を分析・抽出
し、ＧＡＰ普及ツールの作成を委託するものである。
②本業務は、生産者に対する経営分析及びＪＧＡＰに取組む生産者の実情に精
通し、6次産業化やブランド化、経営再建などのＪＧＡＰの多岐に渡る活かし方に
対して高度な経営分析ができる必要があり、中小企業診断士及び上級農業経営
アドバイザーとして十分な経験を有し、JGAP又はASIAGAP審査員として十分な経
験を有する者が必要である。
③上記資格を有するとともに、令和2年度に実施した業務を令和3年度も重複して
実施する必要があり、令和2年度に引き続き、株式会社ケミストリーと契約を結ん
だもの。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
　（随意契約ガイドライン１－（２）－カ）

40 地域農業振興課
令和3年度オーガニック・サポーター
ＳＮＳ情報発信事業業務

令和3年5月14日
大分市三芳1523番地の２
株式会社　アドコンセプト

5,104,000  円

①本業務は、オーガニック・サポーターがＳＮＳを活用して大分県の有機農業の情
報発信をすることで「おおいたの有機」の認知度の向上及び消費拡大に繋げるこ
とを目的とする。
②これを行うためには、効果的にＰＲするためＳＮＳ等の情報発信機能に精通した
知識が必要である。
③上記の内容で、委託先を公募し、提案競技を実施した結果、決定されたのが株
式会社　アドコンセプトである。
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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41 新規就業・経営体支援課
おおいた認定農業者組織ネットワー
ク活動支援業務

令和3年4月13日
大分県大分市舞鶴町１－４－１５
一般社団法人　大分県農業会議

1,179,229  円

①本業務は、県内認定農業者に対して、研修会や関係機関との意見交換会等を
実施するものである。
②これを行うためには、農業経営合理化や担い手組織の運営支援などに精通し
ている必要がある。
③上記条件を有する者は、大分県農業会議のみである。
④法令根拠：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

42 おおいたブランド推進課
６次産業化人材育成研修会委託業
務

令和3年5月18日
大分市東春日町１７－２０
ソフトパークセンタービル
公益財団法人　大分県産業創造機構

2,049,380  円

本業務は、６次産業化の推進を目的に、経営感覚を持って６次産業化等の事業
に取り組む人材を育成するため、研修会を開催するものである。

この業務を行うためには、６次産業化に対する専門知識やノウハウの他、様々
な農林漁業者や関係機関、幅広い研修分野に関する専門家等とのネットワーク
を備えていることが必要である。

公益財団法人大分県産業創造機構（以下「機構」という。）は、平成２４年６月か
ら、本県の６次産業化に係る相談、支援等を担当する県内唯一の専門機関として
本県の６次産業化を推進している。また、これまでにも６次産業化に取り組む農林
漁業者を対象とした研修会を実施した実績を有しており、本県において６次産業
化に関わる見識と技術に基づいて本業務を遂行できる事業者は機構のみであ
る。
　根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

43 団体指導・金融課
林業・木材産業改善資金事務委託
契約

令和3年4月1日

○大分市花園２－６－５１
大分県森林組合連合会
○大分市王子港町１－１７
大分県木材協同組合連合会
○大分市弁天１－１－２３
大分県造林素材生産事業協同組合

2,808,251  円

①本業務は、林業・木材産業改善資金の貸付及び回収事務を行うものである。
②林業・木材産業改善資金助成法第14条の規定に基づき、左記の法人と契約を
締結する。
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：
・委託手数料・・・貸付金累計額×１％＋消費税相当額
　　　　　　　　　　 償還金累計額×0.5％＋消費税相当額
・延滞取立奨励金・・・延滞額累計額×３％＋消費税相当額

44 団体指導・金融課
大分県沿岸漁業改善資金事務委託
契約

令和3年4月1日
大分市府内町3-5-7
大分県漁業協同組合

1,786,043  円

①本業務は、沿岸漁業改善資金の貸付及び回収事務を行うものである。
②沿岸漁業改善資金助成法第13条の規定に基づき、大分県漁業協同組合と契
約を締結する。
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：
・委託手数料・・・貸付金累計額×１％＋消費税相当額
　　　　　　　　　　　 償還金累計額×0.5％＋消費税相当額
・延滞取立奨励金・・・延滞額累計額×３％＋消費税相当額

45 団体指導・金融課
大分県農山漁村女性・若者活動支
援資金事務処理契約

令和3年4月1日

○大分市舞鶴町1-4-15
大分県信用農業協同組合連合会
○大分市府内町3-5-7
大分県漁業協同組合

1,340,834  円

①本業務は、大分県農山漁村女性・若者活動支援資金に係る事務処理を行うも
のである。
②大分県農山漁村女性・若者活動支援資金貸付要綱に基づき、当資金の融資
機関である左記の法人と契約を締結する。
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：
・委託手数料・・・貸付金累計額×１％＋消費税相当額
　　　　　　　　　　　 償還金累計額×0.5％＋消費税相当額
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46 畜産振興課
令和３年度畜産コンサルタント委託
事業（畜産経営技術高度化促進事
業）

令和3年4月1日
大分市古国府六丁目４番１号
公益社団法人大分県畜産協会

2,643,000  円

①本業務は高度な経営分析に基づく財務管理や生産技術の改善指導、畜産関
係情報体制の整備等に精通した専門機関に委託することで、効率的な事業の実
施を図るものである。
②これを行うには高度な専門技術や、畜産に精通する体制をもっている必要があ
る。
③上記のような専門性を持ち、畜産農家の経営診断を主要業務としている専門
機関は県下で公益社団法人大分県畜産協会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

47 畜産振興課
BSE検査対象牛保管・採材補助業務
委託業務

令和3年4月1日
長崎県東彼杵郡川棚町三越郷51-2
ハラサンギョウ株式会社

14,496,006  円

①本業務は、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年6月14日、法律第70号)に
基づきBSE検査を実施するため,検査対象牛を保管するもの。
②これを行うためには、検査対象牛を一時保管する施設が必要である。
③県内では化成処理する施設がなく、県内の検査対象牛（約700頭）を受入れ可
能な業者は当業者しかない。また、この保管業務は３県共同(大分県、佐賀県、長
崎県)で行っている。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

48 畜産振興課
令和3年度
肉用牛育種改良推進事業委託（種
雄牛作出事業）

令和3年4月1日
竹田市久住町大字久住3989-1
大分県肉用牛改良組合連合会

16,420,800  円

①本業務は、本県肉用牛の産肉能力の向上を図るため、繁殖雌牛に交配する優
秀な種雄牛を造成するものである。
②これを行うためには、県下の生産者で組織する各肉用牛改良組合間との調整
を行い、円滑に事業実施する団体が必要である。
③県内に上記の趣旨に基づく団体は大分県肉用牛改良組合連合会のみである。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

49 畜産振興課
令和３年度肉用牛新規参入促進特
別対策事業(畜産インターンシップ対
策)委託契約

令和3年4月1日
大分県大分市古国府6丁目4番1号
公益社団法人　大分県畜産協会

4,595,760  円

①公益社団法人大分県畜産協会は、県下の畜産業を営む者及びその組織する
団体の経営・運営指導、家畜の改良、畜産環境保全、家畜及び畜産物の価格安
定対策、肉用子牛生産者補給金の交付、家畜の飼養管理及び保健衛生に関す
る技術指導、自衛防疫の推進、その他畜産の発展に資するための事業を実施す
る団体である。本事業による新規参入者確保のためには、募集から独立就農ま
での支援を一貫して行う必要があるため、本事業を実施できる団体は公益社団
法人大分県畜産協会以外にない。
②根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

50 農村整備計画課
Ｒ３国営緊急農地再編整備事業駅館
川地区確定測量委託業務

令和3年5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

6,710,000  円

①本業務は、国営緊急農地再編整備事業駅館川地区の確定測量を実施するも
のである。
②確定測量は、換地業務に密接に関係しており、切り離して実施することは不可
能であるため、換地業務を実施する大分県土地改良事業団体連合会と随意契約
するもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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51 農村整備計画課
Ｒ３国営緊急農地再編整備事業駅館
川地区換地委託業務

令和3年5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

47,300,000  円

①本業務は、国営緊急農地再編整備事業駅館川地区の換地業務を委託するも
のである。
②本業務は、国の指導に基づき、土地改良換地士の資格を持った者に行わせる
必要があるが、資格所有者が大分県土地改良事業団体連合会にしかいないた
め、当団体と随意契約を締結するもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

52 農村基盤整備課
Ｒ３防ため管ため池サポートセンター
業務委託

令和3年4月22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

9,900,000  円

①本業務は、ため池管理者からのため池の保全管理に関する問い合わせや市
町村が実施するため池防災工事等に関する問い合わせ等に対する相談窓口を
設置するものである。
②これを行うためには、県内のため池に関する各種情報や防災対策手法等を熟
知し関係市町村との調整力を有していることが必要である。
③大分県土地改良事業団体連合会は、県が調査してきた膨大な数のため池の各
種データを管理する「ため池防災支援システム」の県・市町村以外では唯一の利
用登録者であり、システムに蓄積された各種データに基づく専門的な指導、助言
等の援助を行うことができ、ため池改修等に必要な事業計画の策定に数多く関与
してきており、防災工事の手法等に精通している唯一の団体である。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

53 農村基盤整備課
令和３年度田んぼダム推進方針資
料作成委託業務

令和3年5月14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

3,850,000  円

①本業務は、「田んぼダム」の治水効果検証のための、水田や水路の水位等の
データ収集及び効果検証結果を踏まえた推進方針を作成するものである。
②これを行うためには、土地改良法及び土地改良事業に精通し、ほ場整備の換
地及び設計の専門的な知識が必要である。
③上記技術ノウハウを有するのは、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

54 農村基盤整備課
R３経営体（機）高源寺埋蔵文化財発
掘調査委託業務

令和3年5月11日
竹田市大字会々１６５０番地
竹田市

30,478,750  円

①本業務は、経営体育成基盤整備事業高源寺地区の埋蔵文化財発掘調査を実
施するものである。
②大分県教育委員会が各市町村教育委員会あて発出した、平成2年10月19日付
け教委文第1943号『埋蔵文化財包蔵地及びその周辺における開発計画の事前
協議と調査体制の整備について（依頼）』によって、県営の農業基盤整備事業に
かかる埋蔵文化財発掘調査は市が対応することとされているほか、公益性・専門
性の高い調査業務であるため、ノウハウを有している竹田市と随意契約を締結す
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

55 農村基盤整備課
令和３年度災害復旧事業事務システ
ム保守管理委託業務

令和3年4月1日
東京都中央区日本橋富沢町10-16
一般社団法人　農業農村整備情報総合セ
ンター

3,404,500  円

①本業務は、令和３年度災害復旧事業に使用する災害復旧事業事務システムの
保守管理及びシステム自体の改修等を行うものである。
②システムの著作権は選定業者が有しており、本業務を行える業者は１者しかい
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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56 森林保全課
令和３年度大分県ニホンジカ生息頭
数推定事業委託

令和3年5月21日
東京都墨田区江東橋３丁目３番７号
一般社団法人　自然環境研究センター

1,850,000  円

①　本事業の目的である精度の高いニホンジカの生息頭数推定は、ニホンジカの
生息密度のモニタリング調査や捕獲頭数などから、環境省が全国調査で採用し
ている階層ベイズ法の統計手法で推定することにしている。
②　そのため、階層ベイズ法による生息頭数推定に精通する専門技術者（ニホン
ジカの生息頭数を推定する階層ベイズ法やその解析技術を有している野生獣の
研究者等）を要するとともに、ニホンジカの生態及び行動特性に関する豊富な蓄
積データを有する必要がある。
③　今回で３回目になる本調査は、５年おきに実施しており、調査内容の分析に
おいて統一的な見解の元、分析する必要があり、過去において一般財団法人自
然環境研究センターが実施してきた。また、５年前の調査は、環境省も全国調査
を行っておりその分析も自然環境研究センターが実施しており、本業務を委託で
きる者は、一般財団法人自然環境研究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

57 森林保全課
令和３年度大分ジビエ普及推進事業
委託

令和3年5月28日
大分県大分市大手町３丁目１番１号
大分ジビエ振興協議会

3,662,000  円

①本業務は、県産ジビエの普及を図るため、県産ジビエを新たに取り扱う飲食店
等に向けたセミナーを開催するとともに、ジビエ料理の提供やPRに向けた取組を
支援するものである。
②大分ジビエ振興協議会は、狩猟または有害鳥獣捕獲等により捕獲された野生
鳥獣の食肉等への利活用を促進し、適正な捕獲・解体処理・加工処理による安定
供給体制、販売体制の強化を図ることにより、地域の活性化と農林水産物等へ
の被害軽減に資することを目的に平成２９年１１月１６日に設立された団体であ
る。
③県内で上記のことができる者は、大分ジビエ振興協議会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

58 森林保全課
令和３年度第２期造林補助システム
導入委託業務

令和3年5月24日
東京都台東区北上野一丁目１０番１４号
住友不動産上野ビル５号館２階
クボタシステムズ株式会社

7,777,000  円

①本業務は、現行造林補助システム(県内部開発)の基本設計の老朽化に伴い、
新たな補助金算定システムの導入委託を行うものである。
②新造林補助システムについては、以下の要件が必要である。
・頻繁に改正が行われる造林補助制度に対応する迅速なシステム更新等が可能
なこと。
・年間約8,000件に及ぶ補助申請事務や当該申請に係る検査、補助金額の算定
及び予算管理業務等に供するためのデータ抽出等が容易にできること。
・個人（申請者）情報を一部取り扱うため、システム構成がスタンドアロン型である
こと。
③上記の条件を満たすシステムについては、現状、クボタシステムズ株式会社が
保有する「造林補助システム」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

59 森林保全課
令和３年度大分県県営林立木調査
（主伐地調査）委託事業

令和3年5月6日
大分県大分市花園２丁目６番４６号
公益財団法人　森林ネットおおいた

8,690,000  円

①本業務は、県下全域の県営林のうち、主伐処分に係る立木評価や材積数量の
確定を行うために実施する毎木調査及び境界伐開の委託を行うものである。
②これを行うためには、県営林全体を一体的･効率的に管理経営することを目的
とした大分県県営林森林経営委託契約（H29～R4）を県と締結していることが必要
である。また、調査に必要な専門的な技術･知識を有し、過去に調査実績があり
調査結果も良好であることも必要である。
③上記業務に必要な専門的な技術･知識を有し、過去の実績が良好であるのは、
左記相手方のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令167条の2第1項第2号
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60 森林保全課
令和３年度大分県県営林立木調査
（材積分収地調査）委託事業

令和3年5月13日
大分県大分市花園２丁目６番４６号
公益財団法人　森林ネットおおいた

25,080,000  円

①本業務は、県下全域の県民有林のうち、県民有林分収造林契約第18条第4項
に基づく、確定材積の算定に必要となる立木材積を把握するために実施する毎
木調査の委託を行うものである。
②これを行うためには、県営林全体を一体的･効率的に管理経営することを目的
とした大分県県営林森林経営委託契約（H29～R4）を県と締結していることが必要
である。また、調査に必要な専門的な技術･知識を有し、過去に調査実績があり
調査結果も良好であることも必要である。
③上記業務に必要な専門的な技術･知識を有し、過去の実績が良好であるのは、
左記相手方のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令167条の2第1項第2号

61 漁業管理課
令和3年度
新型養殖マグロ生け簀形状安定化
および高耐久性への検証委託業務

令和3年5月25日
山口県下関市永田本町2丁目7番1号
国立研究開発法人水産研究・教育機構水
産大学校

1,528,000  円

①本業務は、新型養殖マグロ生け簀の潮流等による影響や廃棄物の軽減に向け
た課題について検証を行なうものである。
②これを行なうためには、豊後水道沿岸の海洋物理の専門的な知識と解析技術
が必要である。
③上記の技術を要する者は水産大学校のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の第1項第2号

62 漁業管理課 貝殻リサイクル手法開発委託業務 令和3年4月1日
大分市中央町４－１－２２
一般社団法人　おおいたOrganic Market 2,780,000  円

①本業務は、海洋環境に負荷を与えるカキ貝殻残渣等の廃棄物を軽減するた
め、農業分野と連携した貝殻残渣リサイクル手法の開発および、産出されたリサ
イクル資材（有機資材）の利用について普及を行うものである。
②これを行うためには、①廃棄されるカキ殻のリサイクル化、②リサイクル資材の
農業利用の実証化、③リサイクル活動の周知および普及の活動を行なう必要が
ある
③上記の技術を有する者は一般社団法人　おおいたOrganic Market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

63
農林水産研究指導セン
ター農業研究部

令和３年度
乾椎茸委託販売契約

令和3年6月25日
豊後大野市三重町市場９５９－１
大分県椎茸農業協同組合県南支部

1,105,000  円

①本業務は、林業研究部きのこグループが生産する乾椎茸について、大分県椎
茸農業協同組合県南支部に販売を委託するものである。
②これを行うためには乾椎茸の選別作業・確認作業から販売までの一連の技術・
ノウハウが必要である。
③上記の技術等を有する者は、県内の椎茸生産者で組織する唯一の専門農協
であり、選別作業・確認作業などの際の乾椎茸の取扱いに精通している大分県
椎茸農業協同組合のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

64
農林水産研究指導セン
ター水産研究部

漁業調査船「豊洋」漁船保険料 令和3年6月15日
大分市府内町３丁目５番７号
日本漁船保険組合大分県支所

3,201,089円 

①漁船保険は、漁船の事故等による損害等を補填し、漁業経営の安定化に資す
ることを目的として、漁船損害等補償法の規定に基づき漁船保険組合が行う保険
制度である。加入区ごとの指定漁船が全船加入することにより、国からの掛金補
助を受けることができ、大分県も全船加入を奨励している。
②県内では、日本漁船保険組合大分県支所（旧・大分県漁船保険組合）のみが
要件に合う保険事業を実施している。
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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65 新規就業・経営体支援課
令和３年度おおいた農業経営塾運営
委託業務

令和3年6月4日
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号
株式会社マイナビ 3,989,700  円

①企業的経営を目指す農業者を対象に、経営管理手法の習得や自らの課題解
決、及び経営発展プラン作成を通して、経営マインドを持った力強い経営体を育
成する業務である。
②本業務を遂行するために委託業者の企画提案会を開催して委託先を決定し
た。
③根拠法令：地方自治法施工令第167条の2第1項第2号

66 新規就業・経営体支援課
令和３年度大分県農業法人協会運
営支援業務委託

令和3年4月26日
大分市舞鶴町１－４－１５
一般社団法人　大分県農業会議

1,288,340  円

①本委託業務は、県内各産地の農業法人を対象として、地域を牽引するリーダー
を育成するための研修会や講演会を実施するものである。
②本事業を行うためには、県内の農業法人を把握し、農業経営の合理化や組織
運営支援のノウハウを持つ組織であることが必要である。
③大分県農業会議は担い手組織の運営支援等を主要業務としており、上記目的
に合致した唯一の組織である。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

67 畜産振興課
令和３年度
「おおいた和牛」流通促進委託業務

令和3年5月7日
兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10読売
神戸ビル4F
株式会社讀賣連合広告社神戸支社

28,000,000  円

本業務は、東京や大阪等の大消費地在住者をターゲットに、ＰＲ大使の起用によ
る「おおいた和牛」の情報発信を行うものである。本業務の目的を効果的かつ効
率的に達成するためには、広告等に関する高度な企画力と遂行力等の総合的な
ノウハウが求められることから、業務を確実に遂行できる業者への委託が適当で
り、提案競技審査委員会により、応募のあった者からの提案を審査した結果、最
優秀提案者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号該当

68 農村整備計画課
令和３年度事業管理計画データ作成
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

1,870,000  円

①本業務は、事業管理システムを活用し、各市町村と協議調整したうえで事業計
画作成の基礎資料となるデータを一括して入力を行い、磁気媒体に変換（データ
提出）するものである。
②データ入力に必要な農業農村整備事業の制度概要や入力作業を熟知している
のは大分県土地改良事業団体連合会のみである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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69 農村基盤整備課
Ｒ３防ため管大分ため池監視システ
ム整備委託業務

令和3年6月30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

5,665,000  円

①本業務は、ため池の管理体制の強化を図るため、ため池への水位計等の設置
を行うとともに、豪雨等により一定の水位以上になるとため池の管理者や市町村
に通知する「ため池監視システム」の整備を行うものである。
②これを行うためには、県内のため池に関する各種情報や防災対策手法等を熟
知し、ため池の管理者や関係市町村との調整力を有していることが必要である。
③大分県土地改良事業団体連合会は、県が設置した「大分県ため池サポートセ
ンター」の業務運営を行っており、常時ため池の管理者及び市町村と連携を図り、
ため池の管理保全に取り組んでいる。また、本事業で設置する水位計は「大分県
ため池技術研究会」で研究している小型水位計を活用する予定であるが、大分県
土地改良事業団体連合会は、同研究会の事務局を運営しており、この水位計に
ついても精通している。
以上のことから、本業務を遂行できる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

70 林産振興室
令和３年度大分県産乾しいたけイ
メージ改革等事業委託業務

令和3年6月1日
福岡県福岡市中央区天神一丁目４番１号
株式会社西日本新聞メディアラボ 18,436,000  円

①本業務は、大分県産乾しいたけ新ブランド「うまみだけ」の訴求を図るため、各
種媒体を活用した公告やイベント等を含むプロモーションを企画・実施するもので
ある。
②これを行なうためには、クリエーターやイベントの企画運営ができる体制が必要
である。
③委託先を公募し、提案競技審査会を実施した結果、株式会社西日本新聞メディ
アラボが委託先となった。
④根拠法例：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

71 林産振興室
令和3年度大径材利用ビジネスモデ
ル構築事業委託業務

令和3年6月4日

東京都羽村市小作台１丁目４－２１
ＫＴＤキョーワビル小作台
株式会社森のエネルギー研究所

6,189,700  円

①本業務は、大径材の利用促進を図るため、大径材を活用したビジネスモデル
の構築等を行うものである。
②これを行なうためには、高度な実現可能性の調査の技術・ノウハウや、林業・
木材産業等における網羅的、専門的な知識等を有し、業務を実施できる体制が
必要である。
③委託先を公募し、提案競技審査会を実施した結果、株式会社森のエネルギー
研究所が委託先となった。
④根拠法例：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

72 森林保全課
令和３年度 森整第１号 県営採種
園・採穂園維持管理委託事業

令和3年6月7日
大分市花園２丁目６番５１号
大分県樹苗生産農業協同組合

1,386,000  円

①本業務は、優良な林業用苗木の種子・穂木の確保を目的として、県営採種園・
採穂園の維持管理を行うものである。
②これを行うためには、採取作業及び母樹の今後の成長を見越した台木の剪定
技術が必要である。
③上記の技術を有する者は大分県樹苗生産農業協同組合のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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73 森林保全課 狩猟読本購入契約 令和3年6月11日
大分市顕徳町２丁目６ー１３
一般社団法人　大分県猟友会

2,420,000  円

①本業務は、狩猟免許更新の際の教材として購入するものである。
②この教材は、一般社団法人 大日本猟友会が発行しており、県内でこれを取り
扱っていることが必要である。
③上記を取り扱っている業者は一般社団法人　大分県猟友会のみである。
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
農林水産研究指導セン
ター畜産研究部

令和３年度第２四半期
飼料単価契約

令和3年7月1日
大分市花園三丁目２番１０号
大分県農業協同組合

7,416,600  円

①本契約は、牛の飼料購入に係る単価契約である。
②各発育過程、飼養形態に対する家畜への飼料給与については、県等が監修す
る給与マニュアルが策定されている。この各給与マニュアルに基づき当研究部で
は飼料給与を行っており、牛の飼育等の試験研究に必要である。
③上記マニュアルに基づく銘柄の一部を取り扱う業者が当事業者のみであった。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：豊後牛肥育前期 69.360円/ｋｇ、豊後牛肥育用後期 67.510円/ｋ
ｇ、豊後牛育成期用L 86.260円/㎏、新直接検定専用飼料 2,380円/20ｋｇ、NEW
パワフルモーレット 2,210円/20ｋｇ、がんばれ大分っ子 79.660円/ｋｇ、よこづな
づくり　2,860円/ｋｇ

75 畜産振興課
海港における消毒業務（国内での豚
熱及び高病原性鳥インフルエンザ発
生に伴う消毒業務の委託）

令和3年4月27日
大分市大字佐賀関字太田750番69
国道九四フェリー株式会社

1,264,355  円

①本業務は国内で豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、本病の県内
侵入を防ぐため、本州及び四国から本県に到着するフェリー港において車両消毒
及び靴底消毒を実施するものである。
②国道九四フェリーが到着する佐賀関港の敷地内に設置した車両用消毒マット
へ、消毒液の補充や日々の点検をはじめ異常が確認された場合に速やかに対応
する必要がある。
③上記業務が可能な業者は国道九四フェリー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

76 林務管理課
令和３年度大分県森林クラウドシス
テム導入業務委託

令和3年7月8日
大分市中島西２－１－３
株式会社パスコ　大分支店

38,995,000  円

①本業務は、県、市町村、林業事業体等がそれぞれのシステムや紙媒体で保有
する森林資源情報を一元的に管理し、また法令に基づく各種届出をシステム上で
行う森林クラウドシステムを導入するものである。
②これを行うためには、既存の多様な情報を標準化してシステムに搭載し、かつ
オンライン上で安全に配慮して共有することが求められ、実績、専門性、技術力、
企画力、創造性等を勘案し、総合的な知見から判断して適切な事業者を決定する
必要がある。
③事業者を公募し、提案競技を実施した結果、株式会社パスコ大分支店が委託
先となった。
④根拠法例：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

77 森林保全課
第４５回全国育樹祭特集記事制作業
務委託

令和3年6月29日
大分市府内町三丁目九番十五号
有限会社　大分合同新聞社

1,980,000  円

① 本業務は、全国育樹祭の機運醸成を図るため、特集記事の制作等を行うもの
である。
② この広告は県内に広く周知することが目的であり全県を網羅する販売部数(普
及率36.04％（大分県１位　日本ABC協会2019.1-6月平均)を有する者との契約が
必要である。
③ 上記に該当するのは有限会社大分合同新聞社のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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78 森林保全課
県営林分収権売買契約
（豊肥222･223･224林班）

令和3年8月5日
【土地所有者】
豊後大野市　　個人

38,515,260  円

①本業務は、土地所有者と地上権者(県)との分収造林契約に基づき県営林産物
の処分を行うものの中で、土地所有者が県の有する分収権の買取を行うもので
ある。
②これを行うためには、県と土地所有者との協議が整ったうえで、土地所有者か
ら（処分方法を分収権売買とする旨の）同意書の提出が必要である。
③上記資格を有する者は左記の相手方のみである。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

79 森林保全課
令和３年度Ｒ３森保第３号鰐地区緊
急調査測量設計委託

令和3年8月27日
大分市府内町３丁目８番２５号
山田ビル
国土防災技術株式会社　大分支店

4,785,000  円

①本業務は、令和3年8月豪雨により地すべり災害が発生した、日田市大字鶴河
内字鰐地区に係る緊急調査測量設計委託業務を行うものである。
②これを行うためには、地質解析及び森林土木事業（治山施設計画）に精通して
おり、更に質疑が生じた場合の速やかな協議・対応が必要である。
③災害に緊急的に対応するため、上記技術を有する左記の業者と契約するもの
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

80 森林保全課
Ｒ３森保第２号木六地区緊急測量設
計委託業務

令和3年8月30日
大分市花園２丁目６番５１号
一般社団法人　大分県治山林道協会

2,035,000  円

①本業務は、令和3年8月豪雨により山腹崩壊が発生した、日田市大山町大字東
大山字木六地区に係る緊急測量設計委託業務を行うものである。
②これを行うためには、降雨による山地災害の発生メカニズムや森林土木事業
（治山施設計画）に精通していること、及び質疑が生じた場合の速やかな協議・対
応が必要である。
③災害に緊急的に対応するため、上記技術を有する左記の業者と契約するもの
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

81 漁港漁村整備課 Ｒ３県単災調委第１号測量委託 令和3年8月16日
中津市大字万田６０２番地２
日進コンサルタント　株式会社

3,190,000  円

①本業務は、令和３年８月１１日からの豪雨により、航路埋塞が生じているおそれ
がある小祝漁港航路の深浅測量を行うものである。
②船舶の航行安全確保のため、早急に実施する必要がある。
③現地の地理地形に精通し、早急に対応が可能な当該業者と契約を締結する。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

82 漁港漁村整備課 Ｒ３県単災調委第１－２号測量委託 令和3年8月16日
宇佐市大字森山１８１３番地の５
ダイエーコンサルタント　株式会社

3,135,000  円

①本業務は、令和３年８月１１日からの豪雨により、航路埋塞が生じているおそれ
がある長洲漁港航路の深浅測量を行うものである。
②船舶の航行安全確保のため、早急に実施する必要がある。
③現地の地理地形に精通し、早急に対応が可能な当該業者と契約を締結する。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
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83 地域農業振興課
令和３年度
有機野菜広域出荷体制づくり支援事
業委託業務

令和3年4月9日
大分市下郡1602-1　大分県保険医会館内
特定非営利活動法人おおいた有機農業研
究会

1,089,000  円

①本業務は、有機農産物の販路拡大、新規栽培希望者の受け入れ体制を強化
するため、県産有機農産物の広域出荷体制づくりの核となる生産者組織の支援
を行うものである。
②これを行うためには、県下の有機農業者の情報を把握し、業務を効率的に執
行できる管理運営体制が必要である。
③大分県内において、有機農業者の情報を把握し、かつ有機農産物等の認証を
行っている組織は、おおいた有機農業研究会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

84 おおいたブランド推進課 「ベリーツ」ブランド確立委託契約 令和3年9月27日
別府市駅前町９－２０ ２F
株式会社GREEN CIRCLE

3,300,000  円

①本業務は、大分県オリジナルいちごの新品種「ベリーツ」について、これまでの
大分いちごを上回るブランドイメージを作るための専門的なノウハウを取り入れる
ために行うもの。
②これを行うためには、ブランドのコンセプトや方向性を熟知し、今後の展開にお
いて一貫性のあるブランド化を図ることが必要である。また、ベリーツの知名度を
向上させるため、引き続き有名イラストレーター「わたせせいぞう」氏の協力を得る
計画にしており、予算の範囲内で効果的な実施が必要である。
③上記資格や手法を有する者は株式会社ＧＲＥＥＮ ＣＩＲＣＬＥ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 おおいたブランド推進課 「ベリーツ」情報発信委託契約 令和3年9月27日
大分市大道町１丁目５番６号
ＪＲ九州エージェンシー株式会社大分支店 11,000,000  円

①本業務は、大分県オリジナルいちごの新品種「ベリーツ」を主要取引市場及び
周辺地域に広く認識させ、これまでの大分いちごを上回るブランドイメージを作り
上げ、より優位な販売を促すことを目的に効果的な情報発信を図るために行うも
の。
②これを行うためには地域ごとに効果のある広告知識、様々な消費者層へ浸透
させるＰＲ手法、専門業界への精通など幅広な能力を有する者に業務委託する必
要があるため、提案競技を採用し、参加社の提案を審査した。
③審査会の結果、最高得点となったＪＲ九州エージェンシー株式会社大分支店の
提案した企画を採用した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

86 園芸振興課
令和３年度
花き経営安定化対策事業のうち流
通・販売対策強化対策委託契約

令和3年9月15日
大分市金谷迫1114-1
大分県花き消費拡大連合会

9,905,700  円

①本業務は、県産花きの消費拡大のための取組を行うものである。
②これを行うためには、花きの取扱に長け、県産花き流通に精通している必要が
ある。
③県内広域の花き流通を網羅している組織は、県内４つの花商組合の連合組織
である「大分県花き消費拡大連合会」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

87 畜産振興課
令和3年度SGS広域流通体制対策事
業委託契約

令和3年8月16日
大分市大字廻栖野３２３１３番地
大分県SGS広域流通推進協議会

3,156,980  円

①本業務は、籾米ソフトグレインサイレージ（以下 SGS）の広域流通網を確立する
ための実証試験を行うものである。
②これを行うためには、本試験に欠かせない飼料運送業者やSGS製造拠点、飼
料保管倉庫を保有する団体等で構成された組織である必要がある。
③県内に上記の趣旨に基づく団体は大分県SGS広域流通推進協議会のみであ
る。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当
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88 森林保全課
大分県森林林業デジタル副読本作
成業務委託

令和3年9月15日
大分市府内町三丁目９番１５号　大分合同
新聞社７階
株式会社プランニング大分

5,061,430  円

①本業務は、体系的、継続的な森林・林業教育を推進するため、学習指導要領
に沿った大分県の森林・林業副読本を作成するものである。
②これを行うためには、単に森林・林業に関する情報を盛り込むだけでなく、教育
現場の現状にも対応しながら進めていく必要がある。
③そのため、本契約の相手方に求めるのは、優れた副読本の提案ではなく、委託
者である県との協働体制のもと、制作途中で発生した修正等にも柔軟かつ速や
かに対応し、履行期間内に制作することのできる技術や組織体制である。
　以上から、本契約の相手方の選定には、入札価格に基づき落札者を決定する
競争入札は適さず、かつ、優れた企画提案そのものを選ぶコンペ方式ではなく、
優れた企画提案ができるだけの専門的な技術や、実際にそれを実現することの
できる組織体制を持った者を選ぶ、プロポーザル方式の企画提案競技により行っ
た。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

89 漁港漁村整備課 長洲漁港漂着物撤去作業委託 令和3年8月10日
宇佐市大字富山２８９番地
株式会社　高牟禮建設

4,191,000  円

①本業務は、令和３年８月８日から９日にかけての台風第９号の影響により、長洲
漁港に漂着した流木等の撤去を行うものである。
②漁業活動に支障を来しているため、緊急に対応する必要がある。
③「災害時における漁港の緊急応急対策業務等に関する協定」により当該漁港
を担当し、早急に対応が可能な当該業者と契約を締結する。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

90 農村基盤整備課
Ｒ３防災重点溜池劣化状況評価委託
業務

令和3年8月17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

37,290,000  円

①本業務は、ため池の決壊に直接影響する可能性がある堤体内部の損傷、浸透
量の変化、洪水吐等のコンクリート構造物について、ひび割れ等を計測、目視、
管理者への聞き取り等により把握し、農業用ため池が果たすべき貯留機能、水利
機能及び構造機能の劣化状況を評価するとともに、これに応じた対策を検討する
ものである。
②本業務の遂行には、短期間で正確に情報を収集・分析する必要があり、効率
的な調査方法、情報の分析力、これに応じた対策の検討能力等の業務遂行能力
が最も優れた事業者を選定するため、提案競争（プロポーザル）方式により広く公
募を募ったうえで技術提案を受け、審査委員会において審査した結果、最も優れ
た提案を行った大分県土地改良事業団体連合会と契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

91
農林水産研究指導セン
ター畜産研究部

令和３年度第3四半期
飼料単価契約

令和3年10月1日
大分市花園三丁目２番１０号
大分県農業協同組合

3,986,150  円

①本契約は、牛の飼料購入に係る単価契約である。
②各発育過程、飼養形態に対する家畜への飼料給与については、県等が監修す
る給与マニュアルが策定されている。この各給与マニュアルに基づき当研究部で
は飼料給与を行っており、牛の飼育等の試験研究に必要である。
③上記マニュアルに基づく銘柄の一部を取り扱う業者が当事業者のみであった。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：豊後牛肥育前期　69.360円/ｋｇ、豊後牛肥育用後期　67.510円/ｋ
ｇ、豊後牛育成期用L　86.260円/㎏、新直接検定専用飼料　2,380円/20ｋｇ、NEW
パワフルモーレット　2,210円/20ｋｇ、がんばれ大分っ子　79.660円/ｋｇ、よこづな
づくり　2,860円/ｋｇ
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92 農業大学校
令和３年度
大分県立農業大学校農場等管理業
務委託契約

令和3年4月1日
豊後大野市三重町市場870番地2
公益社団法人　豊肥地域シルバー人材セ
ンター

4,279,115  円

①本業務は、農業大学校の圃場等における農作業実習に伴う業務を円滑に実施
するため、現場作業の補助業務を行うものである。
②業務内容については、農作業経験のある者が適しており、特に圃場内での実
習補助という特殊な業務を担う人材の確保が必要である。
③これらの人材を有しており、年間を通じて適した対応ができるのは公益社団法
人豊肥地域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：871円/1ｈ（一般作業）

93 新規就業・経営体支援課
令和３年度農業経営継承推進事業
委託業務

令和3年8月2日
大分市舞鶴町一丁目４番１５号
大分県農業協同組合中央会

9,987,485  円

①本業務は経営継承のステップに応じた支援体制を構築し、担い手の若返りによ
る経営規模の拡大、産出額の維持・向上に繋げるもの。
②これを行うためには、広く農業従事者と関わりがあり、経営継承希望者の情報
が集まりやすい必要がある。
③大分県農業協同組合中央会は上記特徴を有している。また任意の内部組織と
して「県域担い手サポートセンター」を設置しており、主たる業務の一つとして、経
営継承及び後継者対策がある。
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 畜産振興課
令和3年度SGS広域流通体制対策事
業委託契約

令和3年8月16日
大分市大字廻栖野３２３１３番地
大分県SGS広域流通推進協議会

3,156,980  円

①本業務は、籾米ソフトグレインサイレージ（以下 SGS）の広域流通網を確立する
ための実証試験を行うものである。
②これを行うためには、本試験に欠かせない飼料運送業者やSGS製造拠点、飼
料保管倉庫を保有する団体等で構成された組織である必要がある。
③県内に上記の趣旨に基づく団体は大分県SGS広域流通推進協議会のみであ
る。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

95 森林保全課
令和３年度森整第２号林業用種子採
取・発芽鑑定委託業務

令和3年10月13日
大分市花園２丁目６番５１号
大分県樹苗生産農業協同組合

1,095,600  円

①本業務は、林業用の優良種子の採取、精選、乾燥並びに採取種子の発芽鑑定
を行うものである。
②これを行うには、林業用優良種子の性質等に精通した知識と、熟練した技術が
必要である。
③上記の知識や技術を有する者は左記の者である。
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 森林保全課
治山統合管理システムデータ排出委
託業務

令和3年10月27日
大分市東春日町１７番５７号
株式会社　オーイーシー

1,815,000  円

①本業務は、「治山統合管理システム」で使用しているデータについて、現在開発
中の「大分県森林クラウドシステム」で使用するため、全てのデータの排出を行う
ものである。
②これを期限内に履行するにはシステム内のデータベース構造を把握している必
要がある。
③上記条件を有する者は、「治山統合管理システム」の開発業務を行った左記の
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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97 林務管理課
令和３年度林業振動障害特殊健康
診委託契約

令和3年10月21日
大分市高城南町11番7号
一般財団法人西日本産業衛生会大分労働
衛生管理センター

1,080,310  円

①本事業は、振動障害にかかる特殊健康診断を行うものである。
②これを行うためには、専門的な技術と県内の巡回健診をする必要がある。
③県内で当該健康診断が実施可能かつ県内全域を巡回検診できる病院は一般
財団法人西日本産業衛生会大分労働衛生管理センターのみである。
⑤単価契約　6,710円/人
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

98 森林保全課 訴訟委託契約 令和3年11月26日
大分市城崎町２丁目１番１号　城崎司法ビ
ル２０１号
弁護士法人　内田・阿部法律事務所

2,389,200  円

①本業務は保安林管理道平家山宮ノ尾線に係る訴訟について、訴訟委託を行う
ものである。
②これを行うためには、当該訴訟の経緯等の事情を把握しており、早急に対応が
できることが必要である。
③上記に該当する者は、かねてより当該案件の相談等を行っていた左記の者の
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

99 森林保全課
令和３年度大分県指定管理鳥獣捕
獲等事業（日田英彦山系）委託契約

令和3年11月29日
大分市顕徳町２丁目６ー１３
一般社団法人　大分県猟友会

7,696,000  円

①本業務は、ニホンジカの生息密度が高く、地形が急峻で通常の有害鳥獣捕獲
が進みにくい地域で、生息頭数の低下を目標に行うものである。
②これを行うためには、鳥獣の捕獲に係る安全管理体制や適性かつ効率的に鳥
獣の捕獲をするために必要な技能及び知識を有する認定鳥獣捕獲等事業である
ことが必要である。
③上記資格や技術を有する者は一般社団法人　大分県猟友会のみである。（認
定鳥獣捕獲等事業者による提案競技を経て決定）
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 森林保全課
令和３年度大分県指定管理鳥獣捕
獲等事業（国東半島地域）委託契約

令和3年11月29日
大分市顕徳町２丁目６ー１３
一般社団法人　大分県猟友会

9,542,000  円

①本業務は、ニホンジカの生息密度が高く、地形が急峻で通常の有害鳥獣捕獲
が進みにくい地域で、生息頭数の低下を目標に行うものである。
②これを行うためには、鳥獣の捕獲に係る安全管理体制や適性かつ効率的に鳥
獣の捕獲をするために必要な技能及び知識を有する認定鳥獣捕獲等事業である
ことが必要である。
③上記資格や技術を有する者は一般社団法人 大分県猟友会のみである。（認
定鳥獣捕獲等事業者による提案競技を経て決定）
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

101
農林水産研究指導セン
ター畜産研究部

令和３年度第４四半期
飼料単価契約

令和3年12月27日
大分市花園三丁目２番１０号
大分県農業協同組合

9,297,720  円

①本契約は、牛の飼料購入に係る単価契約である。
②各発育過程、飼養形態に対する家畜への飼料給与については、県等が監修す
る給与マニュアルが策定されている。この各給与マニュアルに基づき当研究部で
は飼料給与を行っており、牛の飼育等の試験研究に必要である。
③上記マニュアルに基づく銘柄の一部を取り扱う業者が当事業者のみであった。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
⑤単価契約：豊後牛肥育前期　71.080円/ｋｇ、豊後牛肥育用後期　69.240円/ｋ
ｇ、豊後牛育成期用L　88.290円/㎏、新直接検定専用飼料　2,440円/20ｋｇ、がん
ばれ大分っ子　81.690円/ｋｇ、よこづなづくり　2,880円/ｋｇ
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102 おおいたブランド推進課
Ｔｈｅ・おおいたブランドＰＲ推進事業
業務委託契約

令和3年12月27日
大分市金池町１－１－１７
株式会社ＪＴＢ大分支店

178,056,037  円

①本業務は、県産農林水産物を多くの方にＰＲするため、旅行者に向けた県産農
林水産物懸賞キャンペーン及び、インターネット販売キャンペーンを実施するも
の。
②これを実施するためには、宿泊施設との連携、専門業界への精通など幅広な
能力が必要である。
③上記能力を有する者を選定するため、提案競技を採用し、審査会の結果、株式
会社ＪＴＢ大分支店の提案した企画を採用した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

103 畜産振興課
高病原性鳥インフルエンザの発生に
伴う消石灰の物品購入契約

令和3年11月19日
大分市古国府６丁目４番１号
全国農業協同組合連合会大分県本部

28,073,760  円

①本業務は、国内において高病原性鳥インフルエンザが発生し、県内での発生
危惧されることから、今後、農場への消石灰の配布を実施するべく約２万２千袋を
確保するもの。
②消石灰（20kg）約２万２千袋を早急に確保でき、納入が可能な業者は全国農業
協同組合連合会大分県本部のみである。
③根拠法律：地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
④単価契約：1200円／消石灰・20kg

104 森林保全課
令和３年度森整第４号県営早生樹採
穂園等（第１期）整備委託

令和3年12月1日
杵築市山香町久木野尾２００２－２６
福岡都市開発株式会社

1,401,400  円

①本業務は、県営山香採穂園に早生樹（コウヨウザン）の採穂園を整備するた
め、前生樹の伐採及び地拵えを行うものものである。
②これを行うためには、安全な立木の伐採及び適正な地拵えに対する知識・経験
が必要である。
③上記要件を満たし、且つ期限内に履行出来るのは左記の者である。
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 畜産振興課
海港における消毒業務（国内での豚
熱及び高病原性鳥インフルエンザ発
生に伴う消毒業務の委託）

令和3年4月27日
愛媛県八幡浜市沖新田1586番地
九四オレンジフェリー株式会社

1,086,834  円

①本業務は国内で豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、本病の県内
侵入を防ぐため、本州及び四国から本県に到着するフェリー港において車両消毒
及び靴底消毒を実施するものである。
②九四オレンジフェリーが到着する臼杵港の敷地内に設置した車両用消毒マット
へ、消毒液の補充や日々の点検をはじめ異常が確認された場合に速やかに対応
する必要がある。
③上記業務が可能な業者は九四オレンジフェリー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

106 畜産振興課
海港における消毒業務（国内での豚
熱及び高病原性鳥インフルエンザ発
生に伴う消毒業務の委託）

令和3年4月27日
臼杵市大字板知屋大寺浦
株式会社宇和島運輸交通社臼杵営業所

1,098,834  円

①本業務は国内で豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、本病の県内
侵入を防ぐため、本州及び四国から本県に到着するフェリー港において車両消毒
及び靴底消毒を実施するものである。
②宇和島運輸フェリーが到着する臼杵港の敷地内に設置した車両用消毒マット
へ、消毒液の補充や日々の点検をはじめ異常が確認された場合に速やかに対応
する必要がある。
③上記業務が可能な業者は株式会社宇和島運輸交通社臼杵営業所のみであ
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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107 畜産振興課
海港における消毒業務（国内での豚
熱及び高病原性鳥インフルエンザ発
生に伴う消毒業務の委託）

令和3年4月27日
別府市南石垣無番地
株式会社宇和島運輸交通社

1,094,834  円

①本業務は国内で豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、本病の県内
侵入を防ぐため、本州及び四国から本県に到着するフェリー港において車両消毒
及び靴底消毒を実施するものである。
②宇和島運輸フェリーが到着する別府港の敷地内に設置した車両用消毒マット
へ、消毒液の補充や日々の点検をはじめ異常が確認された場合に速やかに対応
する必要がある。
③上記業務が可能な業者は株式会社宇和島運輸交通社のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

108 畜産振興課
海港における消毒業務（国内での豚
熱及び高病原性鳥インフルエンザ発
生に伴う消毒業務の委託）

令和3年4月27日
山口県周南市築港町９番１号
周防灘フェリー株式会社

1,094,834  円

①本業務は国内で豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、本病の県内
侵入を防ぐため、本州及び四国から本県に到着するフェリー港において車両消毒
及び靴底消毒を実施するものである。
②周防灘フェリーが到着する竹田津港の敷地内に設置した車両用消毒マットへ、
消毒液の補充や日々の点検をはじめ異常が確認された場合に速やかに対応す
る必要がある。
③上記業務が可能な業者は周防灘フェリー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

109 畜産振興課
海港における消毒業務（国内での豚
熱及び高病原性鳥インフルエンザ発
生に伴う消毒業務の委託）

令和3年4月27日
別府市汐見町９－１
別府ポートサービス株式会社

1,094,834  円

①本業務は国内で豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、本病の県内
侵入を防ぐため、本州及び四国から本県に到着するフェリー港において車両消毒
及び靴底消毒を実施するものである。
②フェリーさんふらわあが到着する別府港の敷地内に設置した車両用消毒マット
へ、消毒液の補充や日々の点検をはじめ異常が確認された場合に速やかに対応
する必要がある。
③上記業務が可能な業者は別府ポートサービス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

110 畜産振興課
海港における消毒業務（国内での豚
熱及び高病原性鳥インフルエンザ発
生に伴う消毒業務の委託）

令和3年4月27日
大分市生石５丁目３番地１号
住吉運輸産業株式会社

1,094,834  円

①本業務は国内で豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、本病の県内
侵入を防ぐため、本州及び四国から本県に到着するフェリー港において車両消毒
及び靴底消毒を実施するものである。
②フェリーさんふらわあが到着する大分港の敷地内に設置した車両用消毒マット
へ、消毒液の補充や日々の点検をはじめ異常が確認された場合に速やかに対応
する必要がある。
③上記業務が可能な業者は住吉運輸産業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

111 畜産振興課
特定家畜伝染病発生に備えた資機
材借り上げ

令和4年12月21日
大分市大津町3丁目4番13号
大分県建設機械レンタル協会

930,600  円

①本業務は県内で年末年始に特定家畜伝染病が発生した場合に備え、資機材
や人員の輸送用車両を借り上げるものである。
②発生時には協定に基づき、同協会より輸送用車両以外にテント、椅子、投光器
なども調達する必要があり、初動防疫作業の円滑な実施のためには、資材・機材
の調査先の一本化が必要であるため
③上記業務が可能な業者は大分県建設機械レンタル協会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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112 森林保全課
県営林分収権売買契約
（南部4937-1、-3林班）

令和4年1月12日
【土地所有者】
佐伯市　個人

5,363,891  円

①本業務は、土地所有者と地上権者(県)との分収造林契約に基づき県営林産物
の処分を行うものの中で、土地所有者が県の有する分収権の買取を行うもので
ある。
②これを行うためには、県と土地所有者との協議が整ったうえで、土地所有者か
ら（処分方法を分収権売買とする旨の）同意書の提出が必要である。
③上記資格を有する者は左記の相手方のみである。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

113 地域農業振興課
令和3年度
東京都内における大分県有機農産
物商談会委託業務

令和3年9月24日
東京都新宿区西新宿7丁目18-1 TOMOE
ビル6階
株式会社　アップクオリティ

4,455,000  円

①本業務は、東京における「おおいたの有機」の認知度向上及び利用促進を目
的に、東京都内のイベント会場にて大分県有機農業者のPRと大分県産有機農産
物の商談会を行うものである。
②これを行うためには、東京都内の飲食関係事業者の情報を多く把握し、商談に
も精通した民間企業であるとともに、業務を効率的に執行できる管理運営体制が
必要である。
③より高い効果を得るために提案競技を実施したところ、提案内容が最も優れて
いたことから、株式会社アップクオリティと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

114 地域農業振興課
令和３年度
スマート農業普及拡大事業
自動収穫ロボット賃貸借契約

令和3年10月14日
宮崎県児湯郡新富町富田東１丁目４７番
地１号
AGRIST株式会社

1,903,088  円

①本業務は、自動収穫ロボット（ピーマン）の現地実証を行うものである。
②これを行うためには、実用性のある自動収穫ロボットが必要である。
③上記ロボットを製造している者はAGRIST（株）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

115 新規就業・経営体支援課
令和3年度大分県農林水産業オンラ
イン体験ツアー実施業務委託

令和3年9月30日
東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
株式会社　エイチ・アイ・エス

4,015,000  円

①本業務は、本県農林水産業での就業者増加を図ることを目的とし、全国の農林
水産業に興味がある者に対し、本県農林水産業の仕事の魅力を伝えるため、オ
ンラインでの体験ツアー実施を委託するものである。
②これを行うためには、ターゲットとなる就業希望者への的確で効率的な情報提
供やイベントを企画運営するためのノウハウ・実行力が必要である。
③上記の理由により企画提案協議を実施し、審査した結果「株式会社エイチ・ア
イ・エス」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

116 新規就業・経営体支援課
令和3年度関東圏及び関西圏で実施
する移住就農促進イベント運営管理
業務委託

令和3年7月6日
千葉県千葉市中央区新千葉２－８－１０
株式会社　あぐりーん

2,567,959  円

①本業務は、大分県への移住就農者増加を図ることを目的とした都市圏在住者
に対する本県での新規就農に関するセミナー・相談会等を開催する際の運営管
理業務である。
②これを行うためには、ターゲットとなる都市圏在住の就農希望者への的確で効
率的な情報提供やイベントを企画運営するためのノウハウが必要である。
③上記の理由により企画提案協議を実施し、審査した結果「株式会社あぐりー
ん」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
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117 新規就業・経営体支援課
令和3年度女性就農者確保対策事
業業務委託

令和3年7月13日
東京都千代田区大手町二丁目６番２号
株式会社　パソナ農援隊

2,310,000  円

①本業務は、本県農林水産業に新たに携わる女性就農者の確保促進を目的と
し、農林水産業に興味がある女性に対し、大分県の農林水産業の魅力を伝える
ため、就農セミナー等のイベント実施を委託するものである。
②これを行うためには、ターゲットとなる就業希望者への的確で効率的な情報提
供やイベントを企画運営するためのノウハウ・実行力が必要である。
③上記の理由により企画提案協議を実施し、審査した結果「株式会社パソナ農援
隊」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

118 水田畑地化・集落営農課
令和3年度大分県スマート農業技術
実証プロジェクト委託契約

令和3年4月1日
竹田市荻町柏原字水口2539番地の1
株式会社　田んぼ屋のじり

1,285,000  円

①本業務は、大分県が中核機関であるコンソーシアムが令和2年度に国立研究
開発法人農業・食料産業技術総合研究機構から受託した「労働力不足の解消に
向けたスマート農業実証」で導入した機械・サービスを利用し、作業時間等の把握
や一般農業者等に対する技術普及を行うものである。
②これを行うためには、コンソーシアム構成員として各技術を導入した経営体であ
ることが必要である。
③上記資格や技術を有する者は、株式会社田んぼ屋のじりのみである。
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 畜産振興課
令和３年度肉用牛繁殖情報デジタル
化推進事業委託

令和3年4月1日
大分市古国府六丁目4番1号
公益社団法人大分県畜産協会 3,000,000  円

・本業務は、本県畜産分野における申請手続きやコンサルタント業務に必要な経
営データを網羅的に把握したうえで、県内団体と調整し、農家に対してシステムの
導入を働きかけていくものである。
・この業務を行うために必要な、県内畜産申請手続きの流れを熟知し、畜産農家
の経営診断に必要なデータを把握している団体は、各申請手続きを行うことがで
きる家畜取引システムを管理し、畜産農家の経営診断を主要業務としている当該
事業者の他にないため。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

120 農村整備計画課
令和３年度水土里情報システム
農業用施設情報入力委託業務

令和3年12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

1,589,500  円

①本業務は、収集した農業用施設データを水土里情報システムに入力する業務
である。そのシステムデータを県が所有するサーバーに保管し利用している。
②上記システム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。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

121 森林保全課
令和3年度緑のふるさとづくり推進事
業（春期）

令和4年2月8日
大分市花園２丁目６番５１号
大分県樹苗生産農業協同組合

1,775,290  円

①本業務は、環境緑化推進のため、県課室や市町村等に緑化用樹木の交付を
行うものである。
②本業務の実施には、一度に多様な樹種が大量に必要である。
③上記において、県内の苗木生産業者をとりまとめ、苗木生産者との連絡調整や
苗木の調達及び配達を容易に行うことができる者は、大分県樹苗生産農業協同
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
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122 漁港漁村整備課
Ｒ３県単災調委第１０号測量設計委
託

令和4年1月25日
佐伯市大字上岡２２７０番地
九建設計　株式会社

12,540,000  円

①本業務は、令和４年１月２２日の日向灘を震源とする地震により被災した松浦
漁港の、被災状況を把握し報告や災害復旧の申請準備を行うものである。
②漁業活動に支障を来しているため、緊急に対応する必要がある。
③現在、当課発注の測量業務を受注し、円滑かつ早急に対応が可能な当該業者
と契約を締結する。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

123 漁港漁村整備課
Ｒ３県単災調委第１０－２号測量設
計委託

令和4年1月25日
佐伯市弥生大字井崎４９３番地２
株式会社　サザンテック

8,910,000  円

①本業務は、令和４年１月２２日の日向灘を震源とする地震により被災した蒲江
漁港の、被災状況を把握し報告や災害復旧の申請準備を行うものである。
②漁業活動に支障を来しているため、緊急に対応する必要がある。
③現在、当課発注の測量業務を受注し、円滑かつ早急に対応が可能な当該業者
と契約を締結する。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

124 漁港漁村整備課
Ｒ３県単災調委第１０－３号調査委
託

令和4年1月25日
大分市三佐１丁目５番１４号
株式会社　テクノコンサルタント

3,135,000  円

①本業務は、令和４年１月２２日の日向灘を震源とする地震により、漁港施設へ
の影響（空洞等）が生じている恐れのある松浦漁港、蒲江漁港及び亀川漁港にお
いて、空洞調査を行うものである。
②施設利用者の安全のため、緊急に対応する必要がある。
③空洞調査の機器を自社で所有し、同種業務の実績が豊富で、円滑かつ早急に
対応が可能な当該業者と契約を締結する。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

125 漁港漁村整備課
Ｒ３県単委第１０－９号放置艇収集
運搬業務委託

令和4年2月1日
大分市大字白木２の３５７１
株式会社　安東建設

5,500,000  円

①本業務は、佐賀関漁港に放置された所有者不明船（放置艇）を収集し、処分場
へ運搬を行うものである。
②競争入札に付し入札者がいないことから、当該業者と契約を締結する。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号

126 漁港漁村整備課 小祝漁港放置艇処理業務委託 令和4年2月1日
中津市三光下秣字大源寺平３１０番地の１
平山産業　株式会社

4,004,000  円

①本業務は、小祝漁港に放置された所有者不明船（放置艇）の処理を行うもので
ある。
②必要となる産業廃棄物処理施設の許可を有し、過去に船舶処分実績があり、
放置艇のある漁港近隣に所在し、大分県が認定する優良産廃処理業者である当
該業者と契約を締結する。
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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127 漁港漁村整備課 長洲漁港外放置艇処理業務委託 令和4年2月1日
宇佐市西大堀８４０番地の１
共栄九州　株式会社

9,546,900  円

①本業務は、長洲漁港等に放置された所有者不明船（放置艇）の処理を行うもの
である。
②必要となる産業廃棄物処理施設の許可を有し、過去に船舶処分実績があり、
放置艇のある漁港近隣に所在し、大分県が認定する優良産廃処理業者である当
該業者と契約を締結する。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

128 漁港漁村整備課 保戸島漁港外放置艇処理業務委託 令和4年2月1日
大分市豊海２丁目４番４号
大山商事　株式会社

2,046,000  円

①本業務は、保戸島漁港等に放置された所有者不明船（放置艇）の処理を行うも
のである。
②必要となる産業廃棄物処理施設の許可を有し、過去に船舶処分実績があり、
島しょからの運搬持込みに対応可能な岸壁を占有している当該業者と契約を締
結する。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

129 漁港漁村整備課 蒲江漁港外放置艇処理業務委託 令和4年2月1日
佐伯市西浜１０８９７番地６６
有限会社　アサヒ産業

1,030,700  円

①本業務は、蒲江漁港等に放置された所有者不明船（放置艇）の処理を行うもの
である。
②必要となる産業廃棄物処理施設の許可を有し、過去に船舶処分実績があり、
放置艇のある漁港近隣に所在し、大分県が認定する優良産廃処理業者である当
該業者と契約を締結する。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

130 漁業管理課
パートナーシップ量販店販売促進委
託業務契約

令和4年1月6日
福岡県福岡市西区福重２丁目１８番１３号
株式会社三共物商

2,000,000  円

①本業務は、おおいたの魚パートナーシップ量販店において、関東圏における県
産魚の認知度向上及び消費拡大を図るためにＰＲイベントの開催を委託するもの
である。
②これを確実かつ効果的に実施するためには、パートナーシップ量販店に対して
周年に渡って県産水産物の出荷実績を有し、かつ県産水産物のＰＲイベントのノ
ウハウや開催実績が必要である。
③上記条件を満たす実績を有するのは当該業者のみである。
 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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131 水産振興課

大分県農林水産研究指導センター
水産研究部　種苗生産施設（上浦）
自動逆洗砂濾過装置濾材・ストレー
ナ交換工事

令和4年3月7日
佐伯市葛港３５３５番地２８
ヤンマー舶用システム株式会社東九州支
店

5,249,970  円

①本業務は、大分県農林水産研究指導センター水産研究部種苗生産施設 上浦
事業場の自動逆洗砂濾過装置2基について、不具合や故障を未然に防止するた
めに濾材とストレーナーの交換工事を行うものである。
②詳細な技術情報・診断能力を有する熟練した技術員が必要とされる。加えて、
工事時には交換部品を適時に入手ができることが必要となる。また、適切に修繕
を行うためには技術員が濾材・ストレーナの交換及び内部の清掃、作動の点検を
行う必要がある。
③工事を適切に対応できるのは、当該施設の設置業者であり、保守点検業務も
長年行っい本設備を熟知しており且つ高度な技術力を有する当該業者のみであ
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


