平成28年度契約情報の公表
部（局）等名 ： 商工労働部
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

道の駅たたらば壱番地コンシェルジュ業務

H28.4.1

一般社団法人 たたらば壱番地郷栄会 代表理事
雲南市吉田町吉田４３７８－３１

平成２８年度フランス観光プロモーション業務

H28.4.1

ネットファム株式会社 代表取締役社長 神戸陽子
広島市中区吉島新町１－２－７

山陽自動車道宮島ＳＡ（上り線）地域情報コーナー活用業務

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
H28.4.1 支社長
広島県広島市中区中町８番１２号広島グリーンビル４階

宍道湖ふれあいパーク維持管理業務委託

H28.4.1

高速道路利用者に向けたフリーペーパー活用広報業務

H28.4.22

契約金額
（円）

地方自治法施行令の
適用条項

随意契約とした理由

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

1,000,000 第167条の2第1項第2号

広島県が委託する事業者であり、広島県への誘客と島根県への周遊を広域
的かつ一体的にプロモーションができる相手方は他に存在しないため。

所管部課（地方機関）
の名称
観光振興課

観光振興課

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

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

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
1,447,208 第167条の2第1項第7号 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

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

1,814,400 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２８年度台湾市場誘客促進運営業務

H28.4.1

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 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

ＳＮＳを活用した観光情報発信支援業務委託

H28.4.1

合同会社 ＬＩＭ 代表社員
広島県広島市安佐南区伴南４丁目４２番２０号

2,440,800 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２８年度 韓国市場誘客業務委託

H28.4.1

株式会社ＢＲＩＧＨＴＳＰＯＯＮ 代表理事 金 容均
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 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

神門通りおもてなしステーション観光客動向調査業務

H28.4.1

一般社団法人 出雲観光協会 会長 今岡 一朗
島根県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

株式会社 吉田ふるさと村 代表取締役
島根県雲南市吉田町吉田１０４７－２

3,492,754 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

観光振興課

「たたらバス」運行業務の委託

H28.4.11

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
観光振興課
がない公共性を持った唯一の者であるため

高速道路ＳＡリーフレットスタンド広告活用業務

H28.4.1

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

3,613,051 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２８年度「しまね観光ナビゲーション」運営業務委託

H28.4.1

公益社団法人 島根県観光連盟 会長
松江市殿町１番地

8,715,885 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

観光キャラクターを活用したＰＲ業務

H28.4.1

株式会社 ＭＩしまね 代表取締役
松江市西嫁島1-3-24 西嫁島神庭ビル203号

にほんばし島根館における物産の展示等の運営に関する業務
委託

H28.4.1

一般社団法人 島根県物産協会
松江市殿町１９１

不動産の買入れ又は借入れ、普通公共団体が必要とする物品の製造、修
8,336,520 第167条の2第1項第2号 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 ブランド推進課
の性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき。

島根県物産観光館の管理及び運営等に関する業務委託

H28.4.1

一般社団法人 島根県物産協会
松江市殿町１９１

不動産の買入れ又は借入れ、普通公共団体が必要とする物品の製造、修
21,951,000 第167条の2第1項第2号 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 ブランド推進課
の性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき。

営業力強化専門員業務委託

H28.4.1

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三丁目１９－８ 櫻井ビル

不動産の買入れ又は借入れ、普通公共団体が必要とする物品の製造、修
6,540,000 第167条の2第1項第2号 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 ブランド推進課
の性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき。

平成28年度 県産品商品力向上支援事業業務委託

H28.4.19

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三丁目１９－８ 櫻井ビル

不動産の買入れ又は借入れ、普通公共団体が必要とする物品の製造、修
3,846,780 第167条の2第1項第2号 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 ブランド推進課
の性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき。

伝統工芸品販路拡大支援事業業務委託

H28.4.25

島根県ふるさと伝統工芸品連絡協議会 会長
松江市殿町１９１

不動産の買入れ又は借入れ、普通公共団体が必要とする物品の製造、修
3,000,000 第167条の2第1項第2号 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 ブランド推進課
の性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき。

23,511,600 第167条の2第1項第2号 過去の実績があり。年度当初から業務を遂行することができる唯一の業者

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

H28.4.1

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

平成28年度ソフトビジネスパーク島根賃貸型オフィスの借り上げ

H28.4.1

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 不動産の借入契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの

特定非営利活動法人 Ｇａｓｓｈｏ 代表理事
松江市母衣町９－２

2,538,000 第167条の2第1項第2号

しまね起業家スクール事業の委託契約

H28.4.28

211,246,000 第167条の2第1項第2号 審査会の結果による
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備 考

観光振興課

当初契約 H28.4.19 4,024,520円
変更契約 H28.8.16 4,136,900円
変更契約 H29.3.28 3,846,780円

産業振興課

産業振興課

平成２８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みと
産業振興課
められたため

当初契約 H28.4.28 2,538,000円
変更契約 H29.1.31 1,714,512円

平成28年度契約情報の公表
部（局）等名 ： 商工労働部
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
（円）

地方自治法施行令の
適用条項

随意契約とした理由

所管部課（地方機関）
の名称

平成28年度 島根県海外ビジネス展開支援拠点運営業務委託

アジア・アライアンス・パートナー・ジャパン 株式会社 代表取締
H28.4.1 役
東京都新宿区新宿１丁目34番11号

H27年度技術シーズ連携研究開発支援事業委託（２年目）

H28.4.1

国立大学法人 島根大学 学長
松江市西川津町１０６０

3,500,000 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
産業振興課
め

H27年度技術シーズ連携研究開発支援事業委託（２年目）

H28.4.1

国立大学法人 島根大学 学長
松江市西川津町１０６０

3,500,000 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
産業振興課
め

H27年度技術シーズ連携研究開発支援事業委託（２年目）

H28.4.1

国立大学法人 島根大学 学長
松江市西川津町１０６０

3,000,000 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
産業振興課
め

H28年度特殊鋼産業クラスター高度化推進事業 事業推進アド
バイザリー業務委託

H28.4.1

安来商工会議所 会頭
安来市安来町８７９

4,500,000 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。

H28年度特殊鋼産業クラスター高度化推進事業 航空機産業参
入支援業務委託

H28.4.1

株式会社超音速機事業計画 代表取締役社長
東京都新宿区西新宿７－２１－１

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
1,211,760 第167条の2第1項第2号 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 産業振興課
の豊富な実績のある機関は他にないため。

平成28年度島根県IT人材確保促進業務委託

H28.4.1

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

@type転職フェア出展及びWeb求人掲載業務委託

H28.4.28

株式会社キャリアデザインセンター 代表取締役社長兼会長
東京都港区赤坂3-21-20 赤坂ロングビーチビル

支援対象となる県内企業との関係構築やアセアン諸国でのネットワーク形成
11,660,686 第167条の2第1項第2号 などの業務の性質上、継続的に同一主体で実施することが効率的・効果的で 産業振興課
あることため

29,845,800 第167条の2第1項第2号

産業振興課

ITエンジニアのUIターン促進には、転職を希望するITエンジニアに多く接触で
1,080,000 第167条の2第1項第2号 きるイベントを選定する必要があり、同社が実施する転職フェアの他に条件を 産業振興課
満たすものがないため。

H28.4.1

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

平成28年度中小企業高度化事業に係る診断助言業務委託

H28.4.1

島根県中小企業団体中央会 会長 杉谷 雅祥
松江市母衣町55-4

1,044,400 第167条の2第1項第2号

島根県中小企業団体中央会は、組合等の経営指導等に豊富な実績を持ち、
事業の実施に際して効果的な助言を行うことが可能である。
5,400,000 第167条の2第1項第2号 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 中小企業課
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ため。

58,841,640 第167条の2第1項第2号 企画提案コンペ方式により委託先を選定したため。

企業立地課

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
中小企業課
関であると判断したため。

業界別持続化支援事業

H28.4.1

島根県中小企業団体中央会 会長 杉谷 雅祥
松江市母衣町55-4

平成２８年度若年者雇用対策事業の業務委託

H28.4.1

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

平成２８年度島根県東部地域若者サポートステーション業務委
託

H28.4.1

特定非営利活動法人元気応援ネットワーク 代表理事
山口県宇部市西平原４丁目２－１８

平成２８年度島根県西部地域若者サポートステーション業務委
託

H28.4.1

特定非営利活動法人元気応援ネットワーク 代表理事
山口県宇部市西平原４丁目２－１８

「社員の定着・育成に係る職場改善支援事業」業務委託

H28.4.1

一般社団法人島根県経営者協会 会長 久保田 一郎
松江市母衣町５５－４

18,960,627 第167条の2第1項第2号 企画提案競技を実施し、審査会で選定された者との契約

平成２８年度大学生等の県内就職促進事業の業務委託

H28.4.1

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

県内就業や定着、ＵＩターン促進などに総合的に取り組み、島根県出身学生及
35,118,962 第167条の2第1項第2号 び県内企業双方にネットワークを持ち、事業実施手段を有する団体であるた 雇用政策課
め

平成２８年度プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業業務委
託

H28.4.1

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

54,284,472 第167条の2第1項第2号

中小・小規模事業者等出産後職場復帰促進事業に係る広報業
務委託

H28.4.4

株式会社 山陰中央新報社 代表取締役社長
松江市殿町３８３

3,999,999 第167条の2第1項第2号 特定の者でなければ目的物を納入できない契約

東海島根県人会 会長
愛知県名古屋市中区栄４－１－１

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。
1,200,000 第167条の2第1項第2号
大阪事務所
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。

H28.4.1

当初契約 H28.4.1 1,211,760円
変更契約 H28.6.27 178,200円

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
産業振興課
め

企業誘致活動業務委託（企業誘致専門員配置）事業

平成２８年度なごや情報センター観光・物産の紹介宣伝業務委
託

備 考

当初契約 H28.4.1 5,400,000円
変更契約 H29.3.29 5,202,243円

若年者雇用対策事業の効率的な実施にあたり、厚生労働省委託若年者地域
80,510,297 第167条の2第1項第2号 連携事業を受託実施事業者として国委託事業との一体的な運営が必要であ 雇用政策課
るため
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
7,992,000 第167条の2第1項第2号 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 雇用政策課
も適当。
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
6,983,000 第167条の2第1項第2号 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 雇用政策課
も適当。
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雇用政策課

国事業との密接な連携が必要であり、企業経支援ノウハウや企業情報を蓄積
雇用政策課
している相手方が適当
雇用政策課

当初契約 H28.4.1 18,960,627円
変更契約 H29.1.16 13,200,670円

平成28年度契約情報の公表
部（局）等名 ： 商工労働部
契約の名称又は品名・数量等

Ｘ線ＣＴ装置点検業務（保守）

契約日

契約の相手方の名称及び所在地

東芝ＩＴコントロールシステム株式会社 検査・メカトロシステム事業
H28.4.15 部 取締役事業部長
東京都新宿区西新宿６丁目２４－１

契約金額
（円）

地方自治法施行令の
適用条項

随意契約とした理由

所管部課（地方機関）
の名称

2,035,800 第167条の2第1項第2号 装置メーカーのみメンテナンスが可能なため

産業技術センター

島根県産機能性食品・素材開発アドバイザー業務委託

H28.4.1

株式会社 ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役
東京都中央区月島３丁目４－５ サングランパ３０７

1,600,560 第167条の2第1項第2号 高度な専門性が必要であり、当該相手方が業務遂行に適任であるため

産業技術センター

電子ディバイス用電子顕微鏡保守委託

H28.4.1

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 当該装置製造メーカーのみ履行可能であるため

産業技術センター

アンシス製ソフトウェアライセンス使用許諾

H28.4.1

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

8,560,080 第167条の2第1項第2号 国内唯一の本製品メーカー指定代理店である当社のみが履行可能なため

産業技術センター

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）

H28.4.1

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

1,831,551 第167条の2第1項第2号 本製品メーカー日本法人である当社のみ履行可能であるため

産業技術センター

電波暗室棟1階機器保守業務

H28.4.1

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 システムメーカーのみ対応が可能なため

産業技術センター

ＶＥＲＩＣＵＴソフトウェアライセンス使用許諾（更新）

H28.4.14

サンプラス株式会社 取締役社長
出雲市平野町７３５

972,000 第167条の2第1項第2号 本製品の初回購入契約代理店である当社のみ履行可能なため

備 考

産業技術センター

平成２８年度 「電気工事人材養成コース」業務委託料

H28.4.1

島根県電気工事工業組合 理事長
松江市南田町１２５－４５

当組合は、県内の電気事業所を取りまとめる組織として、様々な研修をしてい
る。平成22年度～平成27年度の実践型人材養成システム「電気工事人材養
成コース」の訓練においても、企画から運営まで当校と連携を密にして確実な
2,952,994 第167条の2第1項第2号
東部高等技術校
実績を上げている。また、教材調達においても安価で仕入れることが出来、近
隣の他の事業所も検討したが、当組合以外に当該案件の仕様を完遂できる
事業所はない。

平成28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

H28.4.1

学校法人広瀬学園
安来市広瀬町広瀬７５３−１５

3,958,554 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

単価契約

平成28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

H28.4.1

学校法人広瀬学園
安来市広瀬町広瀬７５３−１５

19,733,155 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

単価契約

平成28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

H28.4.1

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

13,698,720 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

単価契約

平成28年度離職者訓練（委託訓練）「こども保育学科」（資格取
得コース）業務委託

H28.4.1

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

7,361,280 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

単価契約

平成28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

H28.4.1

学校法人坪内学園
松江市東朝日町７４

5,759,994 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

単価契約

平成28年度離職者訓練（委託訓練）「介護福祉士学科」（資格取
得コース）業務委託

H28.4.1

学校法人坪内学園
松江市東朝日町７４

4,012,001 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

単価契約

平成28年度離職者訓練（委託訓練）「こども福祉科」（資格取得
コース）業務委託

H28.4.1

学校法人斐川コア学園
出雲市斐川町富村１０００-８

6,286,818 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

単価契約

平成２８年度「住環境・土木科」時間講師業務委託

株式会社ワールド測量設計
H28.4.8
出雲市斐川町直江４６０６－１

当該業者は、測量・設計技術に精通し、且つ経験豊富で、短期間で履修目的
にかなった訓練を実施することができる。
1,791,900 第167条の2第1項第2号
東部高等技術校
人材が豊富で且つ近傍に立地しているため、天候による授業の組み替えにも
臨機応変に対応できる。

単価契約
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単価契約

