
【様式】

公 社 等 の 名 称 ：

随意契約の根拠
（地方自治法施行令

適用条項）

随意契約とした理由

1
みやざき工芸品販路開拓
支援事業

県内の工芸事業所の
販路開拓や後継者育
成等の取組を支援す
る業務委託

1,886,000
第167条の2第1項
第2号

　当センターは、本県の物産振興を目的に、平成10年４月に設立さ
れた公益法人であり、平成25年4月1日より公益社団法人へ移行した
ところである。設立以降、その目的に沿った種々の事業を展開して
きており、工芸事業所を多数会員としている他、工芸品・工芸家に
関する情報や、販路開拓等のノウハウも豊富に蓄積している。今
回、工芸品の振興を図るという事業の趣旨を考慮すると、委託先と
しては当センターをおいて他にないと認められるため、随意契約と
する。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

2 物産振興業務

県産品販路拡大・魅力
発信強化事業、県産品
振興事業、みやざき観
光情報お届け事業

39,516,103
第167条の2第1項
第2号

　本事業は、県産品の需要拡大や販路開拓、定番・定着化を目的と
して、商談会や県内外での物産展の開催と、併せてアンテナショッ
プの運営による情報の受発信等を行い、本県産業の振興を図るもの
である。
  本委託事業を遂行するに当たり、委託先に必要な要件は次のとお
りである。
①物産振興のノウハウを有すること
②アンテナショップの運営のノウハウを有すること
③県内全域の物産品についての情報を網羅していること
④県内全域の中小企業が実施する販路開拓の支援ができること
⑤本業務を公平、中立に実施できること
　物産振興とアンテナショップの運営を併せて実地できる団体とし
ては、商社や卸問屋等の民間企業の活用が想定されるが、収益性を
重視する企業・団体では、利益をより確保できる特定の企業及び物
産への偏った支援が推測され、⑤の要件を満たすことを担保できな
い。
　⑤の要件を満たす団体で、同時に①～④を全て満たし、本事業の
目的である県産品の需要拡大や販路開拓、定番・定着化を遂行でき
ると期待できるのは、本県の物産振興を目的に平成１０年４月に設
立され、平成２５年４月１日より公益社団法人へ移行した宮崎県物
産貿易振興センター以外にないと認められるため、随意契約とす
る。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

3
県産品販路開拓コーディ
ネーター業務委託

県産品販路開拓コー
ディネーター配置事
業

3,839,000
第167条の2第1項
第2号

　本事業は、県産品の需要拡大や販路開拓、定番・定着化を目的と
して、より円滑で効果的な物産振興を行うために、県産品販路開拓
コーディネーターを配置することで、首都圏における県外企業の
ニーズ調査や、県内中小企業とのマッチングを図り、県産品の定
番・定着化の実現まで、きめ細やかに県内中小企業を支援し、本県
産業の振興を図るものである。
  本委託事業を遂行するに当たり、委託先に必要な要件は次のとお
りである。
①物産振興のノウハウを有すること
②県内全域の物産品についての情報を網羅していること
③県内全域の中小企業が実施する販路開拓の支援ができること
④本業務を公平、中立に実施できること
　物産振興においては、商社や卸問屋等の民間企業の活用が想定さ
れるが、収益性を重視する企業・団体では、利益をより確保できる
特定の企業及び物産への偏った支援が推測され、④の要件を満たす
ことを担保できない。
　④の要件を満たす団体で、同時に①～③を全て満たし、県産品販
路開拓コーディネーターの配置により、本事業の目的である県産品
の需要拡大や販路開拓、定番・定着化の機能強化が図られ、より効
果的に遂行できると期待できるのは、本県の物産振興を目的に平成
１０年４月に設立され、平成２５年４月１日より公益社団法人へ移
行した宮崎県物産振興センター以外にないと認められるため、随意
時契約とする。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

4
県産品販路開拓・販売コ
ンシェルジュ業務委託

本県の焼酎販路開
拓・消費拡大を目的
とする業務

2,560,000
第167条の2第1項
第2号

　本事業は、焼酎を中心とした県産酒の販路開拓や消費拡大を目的
に、県産品販路開拓・販売コンシェルジュを配置することで、首都
圏における県外企業のニーズ調査や、県内酒造メーカーとのマッチ
ングを図り、県産酒の定番・定着化の実現まで、きめ細やかに県内
酒造メーカーを支援し、本県産業の振興を図るものである。
　本委託事業を遂行するにあたり、委託先に必要な要件は次のとお
りである。
①物産振興のノウハウを有し、焼酎を中心とした県産酒に関する実
情に明るいこと
②県産酒の県外での販売において、県内酒造メーカーと良好な取引
関係を築いており、その多くと取引実績があること
③首都圏における販売・営業拠点を有するとともに、物産展等への
出展等によるＰＲ機会を多く有していること
④首都圏の販路を開拓するためのネットワークを有していること
⑤本業務を、公益性を損なうことなく、中立かつ公平に実施するこ
と
　県産酒等の物産振興においては、商社や卸問屋等の民間企業の活
用が想定されるが、収益性を重視する企業・団体では、利益をより
確保できる特定の企業及び物産への偏った支援が推測され、⑤の要
件を満たすことを担保できない。
　⑤の要件を満たす団体で、同時に①～④を全て満たし、委託業務
を円滑に履行できるのは、宮崎県産品の国内外への宣伝及び紹介、
品質の向上、販路開拓及び需要拡大に関する事業を行い、もって本
県の経済発展に寄与することを目的として設立された公益社団法人
である宮崎県物産貿易振興センターをおいて外にないと認められ、
競争入札には適さないと判断されるため、随意契約とする。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

随意契約とした理由等
契約所管部局
・課（室）名

№ 契約の名称 契約の概要
契約金額
（税込）

（単位：円）

（公社）宮崎県物産貿易振興センター

令和２年度　県と公社等との随意契約の締結状況
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5
県産品応援消費キャン
ペーン事業

インターネット
ショッピングにおけ
るデジタルクーポン
券を活用した支援事
業

22,929,500
第167条の2第1項
第2号

　当センターは本県の物産振興を目的に、平成１０年４月に設立さ
れた公益法人であり、平成２５年４月１日より公益社団法人へ移行
している。当センターの業務の一つとして、宮崎県産品の販売を行
うアンテナショップの運営があり、全国で最も多くの県産品を取り
扱っている。
　今回の事業は、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、経済的打
撃を受けた県内事業者を支援するため、可能な限り幅広く県産品を
インターネットショップで販売し応援消費を促す事業である。ま
た、４月追加補正であり早急に実施する必要がある。
　センターはアンテナショップのインターネットショップを運営し
ており、事業の趣旨を考慮すると、委託先として他にないと認めら
れるため、随意契約とする。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

6
新しい生活様式に対応し
たアンテショップ整備事
業

安全安心な県のアン
テナショップとして
広く県内事業者の支
援を行うため、新し
い生活生活様式に対
等した商品棚の整備
を実施する業務

6,473,500
第167条の2第1項
第2号

　本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響によりダメージを受
けた県内事業者の事業回復と事業継続を図るため、みやざき物産館
ＫＯＮＮＥにおいて、新しい生活様式に対応した商品棚の整備を行
い、安全安心な県のアンテナショップとして広く県内事業者支援を
行うものである。
  公益社団法人宮崎県物産貿易振興センターは、当該アンテナ
ショップの運営を受託しており、本業務を遂行できるのは商品の陳
列を企画・実施している当センター以外にないためと認められるた
め、随意契約とする。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

7
令和2年度経済再起！県
産品販売促進強化事業

県外での物産展等の
開催、デジタルツー
ルやカタログ等を活
用した販売促進キャ
ンペーン、新宿みや
ざき館KONNEにおける
販売促進キャンペー
ンを実施する業務委
託

35,150,500
第167条の2第1項
第2号

　当センターは、本県の物産振興を目的に、平成１０年４月に設立
された公益法人であり、平成２５年４月１日より公益社団法人へ移
行している。当センターの業務の一つとして、宮崎県産品の販売を
行うアンテナショップの運営があり、全国で最も多くの県産品を取
り扱っている。
　今回の事業は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経済的打
撃を受けた県内事業者を支援するため、県外での物産展等への出展
やインターネット等を活用した電子カタログ等による割引販売の実
施、さらには首都圏情報発信拠点である新宿みやざき館ＫＯＮＮＥ
において割引クーポンの発行や店内イベント等を開催するなどし
て、県産品の販売促進を強化する事業である。
　以上の事業の趣旨を考慮すると、委託先として当センターをおい
て他にないと認められるため、随意契約とする。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

8
令和2年度　続！県産品
応援消費キャンペーン
（冬の陣）

インターネット
ショッピングにおけ
るデジタルクーポン
券を活用した支援事
業

4,946,480
第167条の2第1項
第2号

　当センターは本県の物産振興を目的に、平成１０年４月に設立さ
れた公益法人であり、平成２５年４月１日より公益社団法人へ移行
している。当センターの業務の一つとして、宮崎県産品の販売を行
うアンテナショップの運営があり、全国で最も多くの県産品を取り
扱っている。
　今回の事業は、新型コロナウィルス感染症の影響によりダメージ
を受けた県内事業者の事業回復と事業継続を支援するため、県産品
をインターネットショップで販売し応援消費を促す事業である。
　センターは、アンテナショップのインターネットショップを運営
しており、事業の趣旨を考慮すると、委託先として当センターをお
いて他にないと認められるため、随意契約とする。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

9
ビジネスマッチングコー
ディネーター配置業務委
託

県内食品製造業者と
卸業者等とのマッチ
ング支援、商談会や
フェア出展など販路
開拓支援

9,333,000
第167条の2第1項
第2号

　本事業は、食農連携による県産品の販路開拓強化を目的として、
ビジネスチャンス情報一元化システムを活用した県産品の更なる販
路開拓・拡大へ向け、宮崎県食品ビジネスマッチングコーディネー
ターを配置することで、様々な取引相談情報を集約・分析し、県内
外様々な食品ビジネスのマッチングを図り、県内食品製造業者に対
し、実需者のニーズを踏まえた商品開発・改良から販売まで一貫し
た支援を行い、かつ、その販路として県物産貿易振興センターへ商
社機能を構築し、本県食品産業の振興を図るものである。
　本委託事業を遂行するに当たり、委託先に必要な要件は次のとお
りである。
①物産振興のノウハウを有すること
②県内全域の物産品についての情報を網羅していること
③県内全域の中小企業が実施する販路開拓の支援ができること
④本業務を公平、中立に実施できること
　物産振興においては、商社や卸問屋等の民間企業の活用が想定さ
れるが、収益性を重視する企業・団体では、利益をより確保できる
特定の企業及び物産への偏った支援が推測され、かつ、県食品メ
ディカル産業推進室に設置されたビジネスチャンス情報一元化シス
テムの運用を踏まえると、④の要件を満たすことを担保できない。
　④の要件を満たす団体で、同時に①～③を全て満たし、宮崎県食
品ビジネスマッチングコーディネーターの配置により、本事業の目
的である県産品のビジネス情報集約や販路開拓の支援機能強化が図
られ、より効果的に遂行できると期待できるのは、本県の物産振興
を目的に平成１０年４月に設立され、平成２５年４月１日より公益
社団法人へ移行した宮崎県物産振興センター以外にないと認められ
るため、随意契約とする。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課
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10

①みやざき海外拠点運営
強化事業
②みやざき輸出対応力強
化推進事業
③「Welcome to みやざ
き」海外プロモーション
事業

香港に海外交流駐在
事務所を設置し、貿
易・観光・投資等に
関する情報収集活動
等を行うとともに、
現地でのPR活動等に
係る業務委託

53,592,000
【内訳】

①13,690,000
②33,903,000
③ 5,999,000

第167条の2第1項
第2号

　本事業については、今回、委託先が有する海外での効率的な事業
実施や県内の貿易企業との円滑な連絡調整能力に基づき、本県の輸
出・インバウンド振興を図るものである。当該業務を履行するに当
たり、委託先に必要な要件は次のとおりである。
ア　本県の県産品や企業、産地等の輸出の実情に明るいこと
イ　広く県内企業と有効な関係を構築していること
ウ　海外への県内産品の輸出に関するノウハウを有していること
エ　事業対象地域の状況を把握していること
オ　オールみやざき営業課及び農業連携推進課や観光推進課と連
  携がとれる体制にあること
　また、上記条件を満たす企業・団体であっても、収益性を重視す
る企業・団体では、利益をより確保できる特定の企業への偏った支
援が推測され、公平・公益性に欠けてしまう恐れがある。
　したがって、本委託事業を、公益性を損なうことなく、中立且つ
公平に実施できるのは、宮崎県産品の国内外への宣伝及び紹介、品
質の向上、販路開拓及び需要拡大を図るとともに、貿易の振興と県
内産業の国際化に関する事業を行い、もって宮崎県の経済発展に寄
与することを目的として設立された公益社団法人である宮崎県物産
振興センター以外に適する団体は他にないため随意契約とする。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

11
グローバルネットワーク
連携強化による海外販路
拡大支援事業

海外の量販店及び飲
食店等における県産
品フェアを実施し、
県内企業の海外販路
の維持・拡大支援に
係る業務委託

16,748,000
第167条の2第1項
第2号

　本事業は、海外（香港、上海、台湾等）の飲食店及び量販店等で
の県産品フェアの実施に　関する業務を委託するものであり、委託
先に必要な要件は次のとおりである。
①　県産品や県内企業等の輸出実情に明るいこと
②　事業対象地域（香港、上海、台湾等）の状況を熟知して
  いること
③　事業対象地域（香港、上海、台湾等）への輸出に関する
  ノウハウ及び現地企業とのネットワークを有していること
④　県内全域の企業が実施する海外販路開拓活動の支援がで
  きること
⑤　本業務を公平、中立に実施できること

　海外での県産品フェア実施に関する業務の委託先としては、地域
商社等の民間企業の活用　が想定されるが、収益性を重視する企
業・団体では、利益をより確保できる特定の企業及び商品への偏っ
た支援が懸念され、⑤の要件を満たすことを担保できない。
　⑤の要件を満たす団体で、同時に①～④を全て満たし、本事業の
目的である県内企業の海　外販路の維持・拡大を効果的に支援する
ことができると期待できるのは、県の物産・貿易振興を目的とした
県内唯一の公益社団法人である宮崎県物産貿易振興センター以外に
ないと認められることから、随意契約とする。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

12
「ふるさと宮崎応援寄附
金」拡大事業業務委託

令和２年度上半期ふ
るさと宮崎応援寄附
金にかかる返礼品発
送業務委託
（R2.4.1～9.30）

19,810,225
第167条の2第1項
第2号

　ふるさと納税の返礼品の調達にあっては、収益性のみならず、県
産品の振興という観点から高品質の商品を確保することが必要であ
り、これを実施できるのは、本県の物産振興を目的に設立した公益
社団法人である宮崎県物産貿易振興センター以外にないため。

商工観光労働部
観光経済交流局
オールみやざき
営業課

13
「ふるさと宮崎応援寄附
金」拡大事業業務委託

ふるさと宮崎応援寄
附金にかかる返礼品
発送業務委託
（R2.11.4～12.15）

3,713,716
第167条の2第1項
第2号

　下半期から返礼品発送業務委託者の決定のあり方を見直した結
果、返礼品の調達にあたっては、企画コンペにより相手先を決定す
ることこしたため。 商工観光労働部

観光経済交流局
オールみやざき
営業課
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