
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
鳥獣被害防止活動推進事
業

鳥獣被害防止活動推進
事業（地図情報システ
ム管理及びデータ更新
業務）

1,834,800
167条の2第1項第2
号

　本事業の委託業務内容は、県土連所有の「水土
里ネット地図情報システム」をベースにした鳥獣
被害に関する地図情報システムの管理及び侵入防
止柵等のデータ更新業務であることから、本事業
に必要な全ての条件を満たす受託者は、県土連だ
けであるため。

農政水産部
農政企画課中山間農
業振興室

2
国営土地改良事業受益地
管理委託業務

水土里情報システムに
保有されている国営事
業、県営事業の各受益
地データの結合整理

1,540,000
167条の2第1項第2
号

　本委託業務は、水土里情報システムに保有され
ている国営事業と県営事業の受益地データを結合
させ、一元的な管理を行うものである。県土連
は、公益法人であり、設立以来、農業農村整備事
業の調査設計から、換地業務、施設の維持管理に
係る指導・支援全般に携わっており、経験豊富で
幅広い知識を有するとともに、水土里情報システ
ムの運営管理を行っている唯一の業者であるた
め。

農政水産部
農村計画課
畑かん営農推進室

3
土地改良施設等情報集約
化事業

システム一元化委託業
務

3,520,000
167条の2第1項第2
号

　本業務は、既存の水土里情報システムを活用
し、土地改良施設の各種情報を水土里情報システ
ムに一元化することで、今後の施設更新事業の推
進や維持管理体制の整備、土地改良区による貸借
対照表（複式簿記の導入）の作成等に必要な情報
整理を行うものである。
　水土里情報システムは県土連が保有するととも
に、県、市町村、関係団体等で構成される宮崎県
水土里情報利活用協議会において水土里情報運用
管理規定を定めており、水土里情報システムの運
営管理は、県土連が行うこととなっているため。

農政水産部
農村計画課

4
これからの水田農業を支
える農地汎用化推進事業
に係る調査委託業務

暗渠排水施設の機能回
復作業による効果検証
を行うための土壌調査
と農家が実施可能な維
持管理手法の検討

2,420,000
167条の2第1項第2
号

　本業務は、暗渠排水施設の機能回復作業による
効果検証を行うための土壌調査を実施するととも
に農家が実施可能な維持管理手法を確立する業務
である。
　県土連は、施設管理図情報、作付品目情報及び
土地改良区の賦課情報や農地区域情報等を一元的
に把握可能な水土里情報システムを保有・運営管
理する唯一の組織であり、また、ほ場整備事業を
はじめとする農業農村整備事業の計画樹立に携
わっていることから、現地の状況を十分に熟知し
ており、最も効率的で円滑な業務の遂行が可能で
あるため。

農政水産部
農村計画課

5
宮崎県農業農村整備計画
策定事業事後評価検証委
託業務

事後評価検証委託業務 1,870,000
167条の2第1項第2
号

　本業務は、事後評価対象地区の事業効果の発現
状況や施設の管理状況、社会経済情勢の変化等の
調査を行い、事業の妥当性及び今後の課題を検証
するものである。
　県土連は、経営体育成基盤整備事業の事業計画
策定業務を会員である市町村から数多く受託して
おり、地理的状況や地域の営農状況を熟知してお
り、基礎資料や経済効果算定の基礎データ等も整
備されている。また、事後評価地区の事業計画も
受託しており、地区の状況も熟知した業務実施可
能な唯一の機関であるため。

農政水産部
農村計画課

6
水土里情報システム利用
契約

水土里情報システムの
利用契約

3,166,416
167条の2第1項第2
号

 農地情報や用・排水路、農道等の土地改良施設の
情報を一元化して視覚的に地図情報上に示すこと
（見える化）ができるのは、水土里情報システム
のみであり、水土里情報システムは、県土連会が
所有しているため。

農政水産部
農村整備課

7
中山間ふるさと水と土保
全基金事業委託

農業体験学習や施設見
学会による農業農村整
備事業の啓発

2,979,900
167条の2第1項第2
号

 　農地や土地改良施設の有する多面的機能の良好
な発揮と地域住民活動の活性化を図るためには、
地域住民活動を推進する人材の育成が必要であ
る。本委託業務は、児童が農地や土地改良施設の
役割を学び、それらの施設を保全する必要性を啓
発・普及することで人材育成を行うものである。
普及活動にあたっては、土地改良施設を管理して
いる土地改良区等との連携が必要不可欠であり、
県土連は、土地改良区を会員として指導･助言等を
行っていることから、的確かつ円滑な業務推進が
可能であるため。

農政水産部
農村整備課

8
多面的機能支払交付金事
業支援システムデータ整
備委託

多面的機能支払い交付
金の業務支援システム
データ整備

2,640,000
167条の2第1項第2
号

　多面的機能支払交付金の実施に当たっては、農
地に関する本交付金を含む様々な関連施策の筆別
情報を一元的に可視化し、効果的な事業推進や現
地確認事務の効率化を図ることが必要である。こ
れが可能なシステムは県土連が所有する水土里情
報システムであるため。

農政水産部
農村整備課

宮崎県土地改良事業団体連合会
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9
防災重点ため池防災対策
事業

整備データGIS登録委託
業務

1,998,822
167条の2第1項第2
号

　本委託業務は、防災重点ため池の防災対策を講
じるため、整備履歴や工事図面等をＧＩＳ（地理
情報システム）である水土里情報システムに登録
する業務である。登録したデータは、ため池の管
理者や市町村との情報共有と効率的利用により、
緊急時の対策や今後の整備計画等の防災対策を推
進するものである。
  県土連は、水土里情報システムを保有するとと
もに、土地改良施設管理図情報、作付け品目情報
及び土地改良区の賦課情報や農地区域情報等を把
握しており、ほ場整備事業をはじめとする農業農
村整備事業の計画樹立に携わっていることから、
県内各地の状況を十分に熟知しており、最も効率
的で円滑な業務の遂行が可能である。

農政水産部
農村整備課

10 農村地域防災減災事業
浸水想定区域図作成委
託業務

30,481,806
167条の2第1項第2
号

　本委託業務は、防災重点ため池が決壊した場合
を想定し、地理的条件や施設状況を把握した後、
氾濫解析ソフトに条件を与えシミュレーションを
行い、その結果により浸水想定区域図を作成する
業務である。
　県土連は、水土里情報システムを保有するとと
もに、土地改良施設管理図情報、作付け品目情報
及び土地改良区の賦課情報や農地区域情報等を把
握しており、ほ場整備事業をはじめとする農業農
村整備事業の計画樹立に携わっていることから、
県内各地の状況を十分に熟知しており、最も効率
的で円滑な業務の遂行が可能であるため。

農政水産部
農村整備課

11
畜産基盤再編総合整備事
業

事業計画策定委託業務 4,730,000
167条の2第1項第2
号

　本業務は、畜産基盤再編総合整備事業を実施す
るための基本となる実施計画を作成する業務であ
るが、当連合会は計画策定及び経済効果算定に関
する豊富な経験と知識を有しており、適正かつ効
率的に業務を遂行できる県内唯一の団体であるた
め。

農政水産部
畜産振興課

12
現場技術業務
（１２件）

県が発注する公共工事
の現場技術業務の委託

70,933,504
167条の2第1項第2
号

　県土連は、ほ場整備・畑地かんがい事業等の工
事内容をはじめ現場を熟知しており、経験豊富で
幅広い業務実績を有していることから、ほ場整備
や畑地かんがい工事等については、当連合会が監
督補助を実施することにより適確かつ効率的に業
務を遂行できるため。

農政水産部
中部農林振興局
北諸県農林振興局
西諸県農林振興局
児湯農林振興局
(農村整備課）

13
積算参考資料作成業務
（５３件）

県が発注する公共工事
の積算参考資料の作成
業務の委託

167,914,299
167条の2第1項第2
号

　県土連は、ほ場整備・畑地かんがいの事業計画
策定や基本設計を受託し、地区の工事内容はもと
より現場も熟知していることから、早期かつ円滑
に業務遂行できる。
　また、県・市町村とともに標準積算システムを
利用し、入力作業における信頼性も高く、質の高
い成果品を作成するとともに、確実なシステムセ
キュリティと守秘義務が堅持されている唯一の団
体であるため。

農政水産部
中部農林振興局
南那珂農林振興局
北諸県農林振興局
西諸県農林振興局
児湯農林振興局
東臼杵農林振興局
(農村整備課）

14
換地業務
（１８件）

県営土地改良事業に係
る換地処分等に関する
業務の委託

99,333,227
167条の2第1項第2
号

　換地業務は、個人情報を扱う業務であるが、県
土連は、土地改良法に基づき設立された公法人で
あり、個人情報保護の体制が整備されている。さ
らに、当連合会は、多くの換地士を有しており換
地業務を行える県内唯一の団体であるため。

農政水産部
中部農林振興局
南那珂農林振興局
北諸県農林振興局
西諸県農林振興局
東臼杵農林振興局
(農村整備課）

15
事業計画作成業務
（１１件）

土地改良事業計画の作
成に係る業務委託

104,134,900
167条の2第1項第2
号

　県土連は土地改良事業のトータルプランナーと
して県内各地で多くの業務実績があり、経験豊富
で幅広い業務実績を有している。
　また、県土連は事業計画策定業務を会員である
市町村から受託しており、地理的状況、営農状況
及び計画内容を熟知しており、関係機関との連絡
調整を含め、効率的、効果的に業務遂行が期待で
きる。

農政水産部
中部農林振興局
北諸県農林振興局
西諸県農林振興局
児湯農林振興局
東臼杵農林振興局
(農村整備課）

16
計画変更資料作成業務
（５件）

農業農村整備事業の計
画変更資料の作成業務
の委託

23,705,000
167条の2第1項第2
号

　県土連は、当該地区の事業計画策定業務も受託
しており、地区の地理的条件・地域の営農状況な
ど当初計画の内容を熟知し、経済効果算定の基礎
データ等も保有しており、また、市町村や土地改
良区等との連絡調整も緊密に行うことが可能であ
り、効果的・効率的に業務が遂行できるため。

農政水産部
北諸県農林振興局
西諸県農林振興局
児湯農林振興局
(農村整備課）

17
設計業務
（１２件）

ほ場整備等の基本設計
及び実施設計等の業務
の委託

150,342,001
167条の2第1項第2
号

　ほ場整備事業などの本業務は、特定の受益者の
財産を直接取り扱う業務であり、複雑な権利調整
を必要とし、市町村や土地改良区との密な連携な
ど換地業務との一体的な取り組みが必要であるこ
とから、県土連は、設計技術者と換地士が連携し
て対応できる県内唯一の団体であるため。

農政水産部
北諸県農林振興局
西諸県農林振興局
児湯農林振興局
東臼杵農林振興局
(農村整備課）

18
施設管理図作成業務
（１０件）

施設管理図作成業務の
委託

21,308,774
167条の2第1項第2
号

　県土連は、本業務と密接な関係にある「水土里
情報利活用促進事業」を県下で実施し、農地情報
や水利施設等の情報を集積しており、一貫した体
制の下、統一的な管理を実施していることから、
効率的な情報整理が期待できることや市町村や土
地改良区に対して土地改良施設の管理に関する支
援・指導を行っている唯一の団体であり、将来に
わたる支援・指導が可能であるため。

農政水産部
中部農林振興局
北諸県農林振興局
西諸県農林振興局
児湯農林振興局
(農村整備課）
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