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契約の名称又は品名・数量等 契約日 契約の相手方の名称及び所在地
契約金額
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観光キャラクターを活用したＰＲ業務委託 H27.4.1
株式会社　ＭＩしまね　代表取締役
松江市姫島１丁目３番２４号西神庭ビル２０３号

24,192,000 第167条の2第1項第2号 委託業務を実施できるのは、契約の相手方のみであるため 観光振興課

ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１５の出展料 H27.4.1
一般社団法人　日本旅行業協会　会長
東京都千代田区霞が関３丁目３－３　全日通霞が関ビル４階

1,449,360 第167条の2第1項第2号 委託業務を実施できるのは、契約の相手方のみであるため 観光振興課

山陽自動車道宮島ＳＡ（上り線）地域情報コーナー活用業務委
託

H27.4.1
西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社中四国支社
支社長
広島県広島市中区中町８－１２　広島グリーンビル４階

1,296,000 第167条の2第1項第2号 委託業務を実施できるのは、契約の相手方のみであるため 観光振興課

高速道路ＳＡリーフレットスタンド・ポスター広告活用業務委託 H27.4.1
ＮＥＸＣＯ西日本コミュニケーションズ株式会社　代表取締役社長
大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目８－２９

4,403,700 第167条の2第1項第2号 委託業務を実施できるのは、契約の相手方のみであるため 観光振興課

道の駅たたらば壱番地コンシェルジュ業務委託 H27.4.1
株式会社吉田ふるさと村　代表取締役
雲南市吉田町吉田１０４７－２

997,326 第167条の2第1項第2号 契約の相手方が道の駅たたらば壱番地の指定管理者となっているため 観光振興課

神門通りおもてなしステーション観光客動向調査業務委託 H27.4.1
出雲観光協会　会長　今岡　一朗
出雲市大社町修理免７３５－５

3,123,610 第167条の2第1項第2号
業務を円滑に遂行でき、かつ特定の観光施設・旅行業者等との強い結びつき
がない公共性を持った唯一の者であるため

観光振興課

平成２７年度「しまね観光ナビゲーション」運営業務 H27.4.1
公益社団法人　島根県観光連盟　会長
松江市殿町１番地

8,115,249 第167条の2第1項第2号 観光に関する業務実績、県内観光業者等とのネットワークを有しているため。 観光振興課

当初契約 H27.4.1　   8,115,249円
変更契約 H27.6.10　12,594,225円
変更契約 H27.7.23　13,594,225円
変更契約 H27.12.7　16,894,225円

平成２７年度宍道湖ふれあいパーク維持管理業務委託 H27.4.1
公益社団法人　松江市シルバー人材センター　理事長
松江市西川津町８２５－２

1,447,208 第167条の2第1項第7号
当該法人は、高齢者等の雇用の安定等に関する律第41条第2項に規定する
地元で唯一の団体であり、高齢者の軽作業を主とするため安価での執行が
見込めるため

観光振興課

「ご縁の国しまね」プロモーションウェブサイト企画制作運営業務 H27.4.1
アイム　株式会社　代表取締役
松江市北陵町４７番地

3,996,540 第167条の2第1項第2号 公募型企画提案方式による事業であり、審査会決定による契約であるため。 観光振興課
長期継続契約
H27　3,996,540円
H28　3,996,540円

ＳＮＳを活用した観光情報発信支援業務 H27.4.1
株式会社エブリプラン　代表取締役
松江市北陵町４６－６

2,566,080 第167条の2第1項第2号 当課が所有する媒体の特性を熟知し、ノウハウを有しているため。 観光振興課

平成２７年度フランス観光プロモーション業務委託 H27.4.1
ネットファム株式会社　代表取締役社長
広島県広島市中区吉島新町１丁目２－７

1,000,000 第167条の2第1項第2号 委託業務を実施できるのは、契約の相手方のみであるため 観光振興課

平成２７年度韓国市場誘客促進業務の委託 H27.4.1
株式会社ＢＲＩＧＨＴＳＰＯＯＮ　代表理事
大韓民国ソウル特別市中区武橋路１５南江ビル

3,000,000 第167条の2第1項第2号 公募型企画提案方式による事業であり、審査会決定による契約であるため。 観光振興課

平成２７年度台湾市場誘客促進運営業務委託 H27.4.1
株式会社　ＪＴＢ中国四国　松江支店　支店長
松江市朝日町４９８－６

2,200,000 第167条の2第1項第2号 公募型企画提案方式による事業であり、審査会決定による契約であるため。 観光振興課

東南アジア（ＡＳＥＡＮ）プロモーション業務委託 H27.4.1
エス・エム・アイ・トラベルジャパン株式会社　代表取締役
東京都港区虎ノ門３丁目８－２７

4,975,560 第167条の2第1項第2号 公募型企画提案方式による事業であり、審査会決定による契約であるため。 観光振興課

「ご縁の国しまね」プロモーション企画制作運営業務 H27.4.27
「ご縁の国しまね」プロモーション企画運営業務　代表者　護縁　株
式会社
出雲市平田町２１１０－２５

100,000,000 第167条の2第1項第2号 委託業務を実施できるのは、契約の相手方のみであるため 観光振興課
長期継続契約
H27　100,000,000円
H28　100,000,000円

平成２７年度島根県物産観光館の管理及び運営等に関する業
務委託

H27.4.1
一般社団法人　島根県物産協会　会長
松江市殿町１９１

21,552,000 第167条の2第1項第2号
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、
修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で
その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

しまねブランド推進課

平成２７年度にほんばし島根館における物産の展示等業務委託 H27.4.1
一般社団法人　島根県物産協会　会長
松江市殿町１９１

8,737,200 第167条の2第1項第2号
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、
修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で
その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

しまねブランド推進課

「基礎から学ぶこれからの商品づくり講座」の業務委託 H27.4.14
一般社団法人　新日本スーパーマーケット協会　会長
東京都千代田区内神田３丁目１９ー８

1,167,440 第167条の2第1項第2号
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、
修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で
その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

しまねブランド推進課

ご縁の国しまねプレミアム宿泊券・おみやげ券発行運営業務委
託

H27.4.30
株式会社　ＪＴＢ中国四国　松江支店　支店長
松江市駅前第一生命ビル２Ｆ

754,996,218 第167条の2第1項第2号 公募型プロポーザルにより委託先を選定 しまねブランド推進課

当初契約 H27.４.30　754,996,218円
変更契約 H27.７.1　　760,443,103円
変更契約 H27.10.1 　749,643,103円
変更契約 H27.10.16　755,152,082円
変更契約H28.3.28　　743,992,810円

専門高校生徒対象ＩＴ人材育成に係る支援業務委託（出雲商業
高等

H27.4.1
出雲教育コンソーシアム
代表法人　株式会社　プロビズモ　代表取締役
出雲市駅南町２丁目３−１ エイコー駅南ビル

9,995,250 第167条の2第1項第2号
受託者が出雲商業高校情報処理科においてH26年度に実施したＩＴ教育内容
が学校関係者のほか学外からも高い評価を受け、継続実施の希望が示され
たため。

産業振興課

特殊鋼産業クラスター高度化推進事業事業推進アドバイザリー
業務

H27.4.1
安来商工会議所　会頭
安来市安来町８７９

3,931,200 第167条の2第1項第2号
特殊鋼生産、加工技術、生産技術等に係る高度な知見と人脈をもつ専門人
材を有する機関は他にないため。

産業振興課

平成２７年度契約情報の公表
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平成２７年度契約情報の公表

平成２７年度ソフトビジネスパーク島根賃貸型オフィスの借上 H27.4.1
有限会社　夢屋　代表取締役
出雲市今市町８９７

1,308,343 第167条の2第1項第2号 不動産の借入れ契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの 産業振興課

島根県立産業高度化支援センターの指定管理に関する年度協
定

H27.4.1
公益財団法人しまね産業振興財団　代表理事副理事長
松江市北陵町１番地

213,774,000 第167条の2第1項第2号 審査会の結果による 産業振興課
当初契約 H27.4.1 　  213,774,000円
変更契約 H27.12.10  195,955,737円
変更契約 H28.3.31    198,121,962円

Ｈ２７特殊鋼産業クラスター高度化推進事業　航空機産業参入
支援

H27.4.1
株式会社　超音速機事業企画　代表取締役社長
東京都新宿区西新宿７－２１－１

2,096,820 第167条の2第1項第2号
航空機産業に係る専門的知見と業界内の広範なネットワークを有する専門家
を有し、航空機産業クラスター形成や中小企業の航空機産業参入支援活動
の豊富な実績のある機関は他にないため。

産業振興課
当初契約 H27.4.1　2,096,820円
変更契約 H27.6.22　923,670円

平成２７年度　島根県ＩＴ人材確保促進事業委託業務 H27.4.28
ガリレオスコープ　株式会社　代表取締役
東京都港区三田１－２－１８ TTDプラザ ４F

29,997,000 第167条の2第1項第2号
委託先を公募し、外部審査委員等による審査会の結果採択候補と決定したた
め

産業振興課

しまね起業家スクール事業の委託契約 H27.4.30
特定非営利活動法人　Ｇａｓｓｈｏ　代表理事
松江市母衣町９－２

1,500,000 第167条の2第1項第2号
平成27年４月に実施した提案競技において、委託先として適当であると認め
られたため。

産業振興課
当初契約 H27.4.30　1,500,000円
変更契約 H28.1.20  1,480,234円

「しまねスタイル」プロモーション事業　業務委託 H27.4.1
株式会社　システム工房エム　代表取締役
松江市西津田３丁目２－３

2,003,940 第167条の2第1項第2号
特定のものでなければ納入できないものであるため。
（当該ホームページの開発を行った事業者でなければ円滑な更新・運営がで
きない）

企業立地課

企業誘致活動業務委託（企業誘致専門員配置）事業 H27.4.1
株式会社　パソナ　代表取締役社長
東京都千代田区大手町２丁目

72,770,400 第167条の2第1項第2号
特定のものでなければ納入できないものであるため。
（企業誘致について人脈形成の実績と経験を蓄積している）

企業立地課

平成２７年度中小企業高度化事業に係る診断助言業務委託 H27.4.1
島根県中小企業団体中央会　会長
松江市母衣町５５－４

1,044,400 第167条の2第1項第2号
高度化診断助言業務を適正かつ効率的に実施できる体制を有する唯一の機
関であると判断したため。

中小企業課

経営力強化アドバイザー（専属アドバイザー）派遣・設置業務 H27.4.1
島根県商工会連合会　会長
松江市母衣町５５－４

6,833,500 第167条の2第1項第2号

支援先「地域企業群」の松江市東部一般機械製造業の企業群については、
平成２４年度に「松江市東部一般機械製造業の方向性検討に向けた研究会」
により、提言を取りまとめ、この提言をもとに支援を行っている。
　その中心機関であり最も地元に密着して支援を実施している東出雲町商工
会及びその上部団体である県商工会連合会が支援しており、地域企業群の
支援や事業者間の連携についてのノウハウを有し、松江市東部一般機械製
造業の企業群の支援を総合的に行うことができる県内で唯一最適な団体であ
る。

中小企業課
当初契約 H27.4.1  6,833,500円
変更契約 H28.3.25 6,300,000円

地域商業人材育成事業 H27.4.1
島根県中小企業団体中央会　会長
松江市母衣町５５－４

2,000,000 第167条の2第1項第2号

島根県中小企業団体中央会は、協同組合、商店街振興組合及び商店街振興
組合連合会等の組織、事業及び経営の指導並びに連絡を事業の内容として
いることから、県内商店街等の経営指導等の実績を持ち、商店街等の人材育
成において求められる効果的な講義内容の設定等を行うことができるととも
に、多くの商店街等に効率的に事業の周知を行うことも可能である。
また、同中央会は島根県全域を対象とした組織であり、この度の事業の対象
範囲である島根県全域をカバーしていることから、この事業の委託先は同中
央会以外には考えられない。

中小企業課
当初契約 H27.4.1   2,000,000円
変更契約 H28.3.28 1,945,936円

平成２７年度若年者雇用対策事業の業務委託 H27.4.1
公益財団法人　ふるさと島根定住財団　理事長
松江市朝日町４７８－１８　松江テルサ３階

84,574,328 第167条の2第1項第2号 公益法人と直接契約（会計規則運用第66条関係第1項第2号（ウ）） 雇用政策課
当初契約　H27.4.1　874,574,328円
変更契約　H28.3.31　82,861,838円

平成２７年度島根県東部地域若者サポートステーション事業 H27.4.1
社会福祉法人　島根県社会福祉協議会　会長
松江市東津田町１７４１－３　いきいきプラザ島根５階

7,992,000 第167条の2第1項第2号
県委託事業の実施に当たっては、国委託事業との一体的な運営が不可欠で
あり、国により選定された者が国委託事業と県委託事業を実施することが最
も適当。

雇用政策課
当初契約　H27.4.1　　7,992,000円
変更契約　H28.3.32　6,792,000円
変更契約　H28.3.31  6,665,951円

平成２７年度島根県西部地域若者サポートステーション事業 H27.4.1
社会福祉法人　島根県社会福祉協議会　会長
松江市東津田町１７４１－３　いきいきプラザ島根５階

6,983,000 第167条の2第1項第2号
県委託事業の実施に当たっては、国委託事業との一体的な運営が不可欠で
あり、国により選定された者が国委託事業と県委託事業を実施することが最
も適当。

雇用政策課
当初契約　H27.4.1　  6,983,000円
変更契約　H28.3.32　7,350,000円
変更契約　H28.3.31  7,028,922円

平成２７年度なごや情報センター観光・物産の紹介宣伝業務委
託

H27.4.1
東海島根県人会　会長
愛知県名古屋市中区栄４－１－１

1,200,000 第167条の2第1項第2号

本事業は、島根県なごや情報センターの主要業務である観光・物産の紹介及
び宣伝業務の委託を行うものであり、県内の観光及び物産の知識が不可欠
である。以下の理由から東海島根県人会以外に業務を遂行できる団体はな
い。
①島根県出身者の団体であり、地理や観光・物産情報に詳しいこと
②観光・物産の紹介及び宣伝業務のノウハウ等を継続して継承するために
は、団体という形が望ましく、島根県出身者が多数所属する団体は当地域に
は東海島根県人会しか存在しない。

大阪事務所

照明シミュレーションシステムライセンス使用許諾（更新） H27.4.1
ＯＰＴＩＳ　Ｊａｐａｎ　株式会社　代表取締役
東京都千代田区丸の内１丁目１１－１

1,890,000 第167条の2第1項第2号
本製品については、今回の契約相手方である製造メーカー日本法人のみが
販売できるため

産業技術センター

複数現象連成解析システムライセンス使用許諾（更新） H27.4.1
サイバネットシステム株式会社　代表取締役
東京都千代田区神田練塀町３番地富士ソフトビル

2,127,600 第167条の2第1項第2号
本製品については、今回の契約相手方である国内唯一の本製品メーカー指
定代理店のみが販売できるため

産業技術センター

ＡＮＳＹＳ製ソフトウェアライセンス使用許諾（更新） H27.4.1
アンシス・ジャパン株式会社　代表取締役
東京都新宿区西新宿６丁目１０－１日土地西新宿ビル１８階

2,998,080 第167条の2第1項第2号
本製品については、今回の契約相手方である製造メーカー日本法人のみが
販売できるため

産業技術センター
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電波暗室棟１階機器保守業務 H27.4.1
株式会社　東陽テクニカ　大阪支店　支店長
大阪府大阪市淀川区宮原１丁目６－１

2,482,920 第167条の2第1項第2号
本製品については、今回の契約相手方である対象装置製造メーカーのみが
履行できるため

産業技術センター

ＡＮＳＹＳ製ソフトウェアライセンス使用許諾（更新） H27.4.1
アンシス・ジャパン株式会社　代表取締役
東京都新宿区西新宿６丁目１０－１日土地西新宿ビル１８階

2,001,240 第167条の2第1項第2号
本製品については、今回の契約相手方である製造メーカー日本法人のみが
販売できるため

産業技術センター

電子ディバイス用電子顕微鏡保守業務委託 H27.4.1
日本電子　株式会社　広島支店　支店長
広島県広島市中区橋本町１０－６広島ＮＳビル５階

1,555,200 第167条の2第1項第2号
本製品については、今回の契約相手方である対象装置製造メーカーのみが
履行できるため

産業技術センター

金属粉末射出成形技術に関する人材育成業務委託 H27.4.1
有限会社　岩﨑目立加工所　代表取締役
大田市大田町大田ロ２０４－１２

2,819,048 第167条の2第1項第2号 公募及び審査委員会の結果による 産業技術センター
当初契約　H27.4.1　　2,819,048円
変更契約　H28.1.26　2,488,413円

高付加価値ＬＥＤモジュール開発技術に関する人材育成業務委
託

H27.4.1
株式会社　Ｓ．Ｅ．Ｉ　代表取締役
浜田市金城町今福２８１－１

6,367,963 第167条の2第1項第2号 公募及び審査委員会の結果による 産業技術センター
当初契約　H27.4.1　   6,367,963円
変更契約　H27.11.19　5,256,405円

平成２７年度　「電気工事人材養成コース」業務委託料 H27.4.1
株式会社　内村電機工務店　代表取締役
出雲市今市町１１５４－１０

3,039,939 第167条の2第1項第2号
県内では１～２位の規模を誇る企業で、訓練場を自社で所有している。この様
に社内研修に取り組んでおり。訓練を委託できる企業は島根県内では他には
ない。

東部高等技術校

平成27年度離職者訓練（委託訓練）「介護福祉士科」（資格取得
コース）業務委託

H27.4.2
学校法人広瀬学園
安来市広瀬町広瀬７５３−１５

39,531,628 第167条の2第1項第2号 受託可能な事業所が他に存在しないため 東部高等技術校

平成27年度離職者訓練（委託訓練）「児童福祉科」（資格取得
コース）業務委託

H27.4.2
学校法人広瀬学園
安来市広瀬町広瀬７５３−１５

39,431,577 第167条の2第1項第2号 受託可能な事業所が他に存在しないため 東部高等技術校

平成27年度離職者訓練（委託訓練）「介護福祉士養成科」（資格
取得コース）業務委託

H27.4.2
トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校
出雲市西新町３丁目２３−１

58,708,800 第167条の2第1項第2号 受託可能な事業所が他に存在しないため 東部高等技術校

平成27年度離職者訓練（委託訓練）「こども総合学科」（資格取
得コース）業務委託

H27.4.2
学校法人平成坪内学園
松江市東朝日町７４−２

18,831,139 第167条の2第1項第2号 受託可能な事業所が他に存在しないため 東部高等技術校

平成27年度離職者訓練（委託訓練）「ふくし総合学科」（資格取
得コース）業務委託

H27.4.2
学校法人平成坪内学園
松江市東朝日町７４−２

18,898,790 第167条の2第1項第2号 受託可能な事業所が他に存在しないため 東部高等技術校

平成27年度離職者訓練（委託訓練）「介護PC実践科」業務委託 H27.4.30
職業訓練法人安来地域能力開発振興協会
安来市今津町532-2

2,430,000 第167条の2第1項第2号 公募型プロポーザルにより委託先を選定 東部高等技術校

平成27年度離職者訓練（委託訓練）「PCビジネスマナー基礎科」
業務委託

H27.4.30
株式会社島根人材育成
出雲市江田町２９０−１

2,430,000 第167条の2第1項第2号 公募型プロポーザルにより委託先を選定 東部高等技術校

平成27年度離職者訓練（委託訓練）「ビジネス・ステップアップ
科」業務委託

H27.4.30
学校法人斐川コア学園
出雲市斐川町富村１０００－８

3,240,000 第167条の2第1項第2号 公募型プロポーザルにより委託先を選定 東部高等技術校

平成27年度離職者訓練（委託訓練）「PC・介護実務科」業務委託 H27.4.30
職業訓練法人島根中央能力開発振興協会
大田市大田町大田イ３０９－２

4,096,650 第167条の2第1項第2号 公募型プロポーザルにより委託先を選定 東部高等技術校

平成２７年度総合実務科運営業務委託 H27.4.1
社会福祉法人　希望の里福祉会　理事長
益田市高津三丁目２３番１号

2,449,000 第167条の2第1項第2号 公募型プロポーザルにより委託先を選定 西部高等技術校

平成２７年度委託訓練介護福祉科業務委託 H27.4.1
学校法人　六日市学園　理事長
鹿足郡吉賀町真田１１２０

56,356,560 第167条の2第1項第2号 公募型プロポーザルにより委託先を選定 西部高等技術校
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