
商工観光労働部 随意契約件数 191 件                                 金額 1,931,188,109  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 産業科学技術センター
微小部Ｘ線応力測定装置保守点検
業務委託契約

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）

1,023,000  円

　当該機器は精密機器であり、又特殊な用途であることから、保守点検にあたっ
ては製造者以外には困難である。また、契約業者であるシーアイファクトリー（株）
が県内の唯一の代理店であることからシーアイファクトリー（株）のみが当委託契
約を実施可能である。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2 産業科学技術センター
ガスクロマトグラフ質量分析装置保
守点検業務委託契約

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）

1,575,200  円

　当該機器は精密機器であり、又特殊な用途であることから、保守点検にあたっ
ては製造者以外には困難である。また、契約業者であるシーアイファクトリー（株）
が県内の唯一の代理店であることからシーアイファクトリー（株）のみが当委託契
約を実施可能である。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

3 産業科学技術センター
ＣＮＣ三次元測定機保守点検業務委
託契約

令和3年4月1日
福岡市中央区天神３丁目９番３３号
関東物産（株）福岡支店

1,199,000  円

　当該機器は精密機器であり、又特殊な用途であることから、保守点検にあたっ
ては製造者以外には困難である。また、契約業者である関東物産（株）が九州内
の唯一の代理店であることから関東物産（株）福岡支店のみが当委託契約を実
施可能である。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

4 経営創造・金融課
令和３年度大分県地域牽引企業創
出事業経営支援委託業務（継続）

令和3年4月1日
大分市東大道１－９－１ 大分銀行宗麟館
４階
大分ベンチャーキャピタル株式会社

6,160,000  円

①本業務は、平成２９年度及び平成３０年度に大分県地域牽引企業創出事業に
おいて認定した支援対象企業の中期経営計画の進捗管理、助言指導及び販路
開拓支援等を行うものである。
②本業務の実施にあたっては、地域牽引企業創出事業における計画全体に対す
る進捗管理や助言指導、KPIの進捗管理、利益計画、資金計画に対する助言指
導、販路開拓計画策定支援、販路開拓・人事労務等に関する助言指導、商談先
等の紹介、その他経営課題に対する助言指導等を行う必要がある。
③本業務を委託できるのは、認定時から継続して支援しており支援対象企業に対
する知見が深いこと、経営支援に関する唯一の国家資格である中小企業診断士
が複数所属しており金融機関の関連会社として利益計画や資金計画にも知見が
深いこと、県内外金融機関やベンチャーキャピタル、コンサルティングファーム等
と幅広いネットワークも有し、商談先等の紹介も可能なこと、販路開拓等の成長支
援実績が豊富なこと、の理由から大分ベンチャーキャピタル株式会社をおいて他
にない。
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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5 経営創造・金融課
令和３年度大分県地域牽引企業創
出事業経営支援委託業務（継続）

令和3年4月1日
福岡県福岡市中央区天神一丁目４－２ エ
ルガーラ
有限責任監査法人トーマツ　福岡事務所

10,560,000  円

①本業務は、令和元年度及び２年度に大分県地域牽引企業創出事業において
認定した地場中小企業の中期経営計画の達成に向けて販路開拓等の強化を図
るものである。
②本業務の実施にあたっては、地域牽引企業創出事業における認定中期経営計
画達成に向けた販路開拓の指導助言、進捗状況の管理、商談機会の創出とフォ
ローアップ、その他経営課題に対する助言指導等を行う必要がある。
③本業務を委託できるのは、継続して支援対象企業の販路開拓等を支援してお
り支援対象企業の販路開拓等経営課題に対する知見が深いこと、企業や各種専
門家等と全国、海外に幅広いネットワークを有していること、高度な課題解決スキ
ルを有すること、の理由から有限責任監査法人トーマツをおいて他にない。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

6 経営創造・金融課
令和３年度クリエイティブ活用個別相
談事業委託業務

令和3年4月30日
別府市野口元町2-35
菅建材ビル2階
特定非営利活動法人　BEPPU PROJECT

3,162,712  円

①本事業は、クリエイティブを活用した高付加価値な商品・サービスの創出や、新
規マーケットの開拓等、企業の競争力強化や新しい価値の創造を図るため、企画
提案競技により、広く企画の提案者を公募し、契約者を選考するものである。

②①により、企画提案競技により採択された提案者と契約を締結するため。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

7 経営創造・金融課
令和３年度県内クリエイター高度人
材等育成事業委託業務

令和3年4月30日
東京都渋谷区道玄坂１－２２－７
株式会社ロフトワーク

19,646,000  円

①クリエイティブ人材の養成を目的に、県内のクリエイター（デザイナー、プロ
デューサー等）等を対象としたセミナー開催や伴走支援を行うとともに、企業と県
内クリエイター等のマッチング・事業化を図るため、企画提案競技により、広く企
画の提案者を公募し、契約者を選考するものである。

②①により、企画提案競技により採択された提案者と契約を締結するため。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

8 工業振興課
大分県ものづくり企業IoT化推進業務
委託

令和3年4月1日
大分市東春日町17-20
公益財団法人　大分県産業創造機構 7,251,000  円

　中小製造業においてIoTの活用は、個社の製造現場に応じた取組が必要である
ことから、委託先は、「伴走型」で中小企業に専門人材を派遣し、個社の課題に応
じた改善策やアドバイスのノウハウを持つことが不可欠である。
　公益財団法人大分県産業創造機構は、IoTの導入について、経済産業省が整
備する「スマートものづくり応援隊」の県内唯一の拠点として事務局を運営してお
り、IoTを活用できる人材や他社へ助言指導できる専門人材の育成に取り組んで
おり、スマートものづくり応援隊を活用した事業の確実な実施が見込まれる。県内
に他にこのような団体が存在しないことから公益財団法人大分県産業創造機構と
契約を締結する必要がある。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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9 工業振興課
 
令和３年度豊栄鉱山
坑廃水処理業務委託

令和3年4月1日
大分市大手町３丁目１番１号
豊栄鉱山鉱害防止協会

20,040,000  円
　豊栄鉱山鉱害防止協会は、豊栄鉱山の坑廃水処理に必要な知識・経験を持つ
唯一の団体であり、他に代えることができないため。
【地方自治法施行令第167条の2第1項第2号】

10 工業振興課
令和３年度ドローンアナライザー開
発・導入設置事業委託業務

令和3年4月19日
大分市東大道２丁目５番６０号
ciRobotics株式会社

11,257,764  円

①本業務は、ドローンの性能評価装置であるドローンアナライザーシステムを産
業科学技術センター内に導入設置し運用検証を行うものである。
②これを行うためには、「無人飛行体の特性計測装置及びそれを用いた無人飛
行体評価システム」に関する特許等の権利が必要である。
③上記資格を有する者はciRobotics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

11 商業・サービス業振興課
坐来大分における県産品展示・販売
に係る助言指導業務委託

令和3年4月2日
東京都大田区山王1-31-27
株式会社エデュウス

1,529,000  円

①本事業は坐来大分において、効果的に首都圏消費者に県産品を紹介宣伝・販
売するため、ギャラリーの店舗空間づくりや県産品の展示陳列・販売方法等に対
する助言及び指導を得るもの。
②これを行うためには、坐来大分の店舗コンセプトを熟知しており、飲食店に関す
る企画運営知識や、コンサルティング、空間プロデュース等の指導経験が豊富で
あること、また食や工芸品に関する知識が豊富であること。特に、大分の食材、工
芸品等についても熟知していること等の条件が求めらる。
③この要件を全て満たすとともに、大分県フラッグショップ坐来大分の店舗設計デ
ザイン、什器、食器、テーブルトップコーディネート等の監修を行い、オープン当初
から店舗運営に指導頂いている株式会社エデュスの④根拠法令：地方自治法施
工令第167条の2第1項第2号

12 商業・サービス業振興課
令和3年度大分県オンライン商談会
開催業務委託

令和3年4月23日
別府市石垣東10丁目4-1-605
ユフ企画

2,471,337  円

①本業務は、オンラインでの商談会を行うものである。
②これを行うためにはオンライン商談における一般的な流れやノウハウなどの実
務に精通し、かつ全国の幅広いバイヤーとコネクションを有していることが必要で
ある。
③上記条件を満たす事業者として、企画提案協議の結果、ユフ企画 代表 油布
恒文が実施主体となった。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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13 商業・サービス業振興課
令和3年度県産品EC販売拡大支援
事業（JAタウンWeb物産展）業務委
託契約

令和3年4月1日
大分県大分市古国府六丁目４番１号
全国農業協同組合連合会　大分県本部

19,140,000  円

①本業務は、ECを活用してコロナ禍により売上減少等の影響を受けている県産
農林水産物の販売拡大を行うものである。
②これを行うためには、ECにおける効果的な販売促進に関するノウハウはもちろ
ん、生産者や関係団体との調整が必要である。
③全国農業協同組合連合会　大分県本部は「JAタウン」に出店し県産農林水産
物の販売実績がある。加えて、同団体は生産者からの出資により運営されてお
り、大分県内の各ＪＡとも連携している。WEB通販の実績があり、広く公平に大分
県産の農畜産物の振興を行っているのは同団体のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

14 観光政策課
大分県観光案内所連携構築・スキル
アップ研修事業委託

令和3年4月12日
別府市末広町１番３号
一般社団法人　別府市産業連携・協働プ
ラットフォーム　Ｂ－ｂｉｚＬＩＮＫ

3,838,000  円

①本業務は、観光案内所の連携を強化し、県内周遊を促すものである。
②これを行うためには、観光案内所の実情に精通し、観光客対応の豊富な経験
に基づいたノウハウを共有するなど高度な専門性が必要である。
③上記の体制や機能を有する者は別府市産業連携・協働プラットフォームＢ－ｂｉ
ｚＬＩＮＫ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

15 観光政策課
令和３年度おんせん県おおいた県域
版ＤＭＯ推進事業

令和3年4月1日
大分市高砂町２番５０号
公益社団法人　ツーリズムおおいた

30,129,000  円

①本業務は、県域版ＤＭＯの機能を効果的に発現するため、ＤＭＯの組織体制の
強化及びマーケティング機能の充実を図るものである。
②これを行うためには、県内観光業界団体の代表としての機能と行政と連携する
機能を持っていることが必要である。
③上記の機能を有する者は公益社団法人ツーリズム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

16 観光政策課
令和３年度おもてなし人材育成事業
委託業務

令和3年4月1日
大分市高砂町２番５０号
公益社団法人　ツーリズムおおいた

11,806,132  円

①本業務は、本県の観光の更なるレベルアップを目的とした観光地域磨きとし
て、観光による経済波及効果の創出、おもてなし体制の強化及び魅力ある観光
地づくりを担う人材の育成・活用を行うものである。
②これには、国、県、市などの観光行政部門、地域観光協会をはじめとする観光
関係団体、ガイドなど関係者等と連携して取り組む必要がある。
③上記の体制や機能を有する者は公益社団法人ツーリズムおおいたのみであ
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

17 観光誘致促進室
令和3年度国内誘客総合推進事業
委託業務

令和3年4月1日
大分市高砂町２番５０号
公益社団法人　ツーリズムおおいた

77,073,000  円

①本事業は、「おんせん県おおいた」の強みと民間事業者等の強みを相互共有し
たプロモーションやキャンペーン、情報発信を展開することにより、効果的・戦略
的に国内旅行者の誘客を促進を行うものである。
②これを行うためには、県内の観光情報を把握し、ニーズに沿った魅力的な情報
を選択できる体制と県内観光業界団体の代表としての機能、行政と連携する機能
を持っていることが必要である。
③上記の体制や機能を有する者は公益社団法人ツーリズムおおいたのみであ
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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18 観光誘致促進室
令和3年度広域ツーリズム推進事業
委託業務

令和3年4月1日
大分市高砂町２番５０号
公益社団法人　ツーリズムおおいた

5,730,000  円

①本業務は、本県への観光客の誘客を促進するものである。
②これを行うためには、県内の観光情報を把握し、ニーズに沿った魅力的な情報
を選択できる体制と県内観光業界団体の代表としての機能、行政と連携する機能
を持っていることが必要である。
③上記の体制や機能を有する者は公益社団法人ツーリズムおおいたのみであ
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

19 観光誘致促進室
令和３年度インバウンド推進事業委
託業務

令和3年4月1日
大分市高砂町２番５０号
公益社団法人　ツーリズムおおいた

122,033,860  円

①本業務は、新型コロナ収束後のインバウンド需要回復を見据え、情報発信やプ
ロモーションを行い、大分県への外国人観光客の誘致を促進するものである。
②これを行うためには、県内の観光情報を把握し、ニーズに沿った魅力的な情報
を選択できる体制と県内観光業界団体の代表としての機能、行政と連携する機能
を持っていることが必要である。
③上記資格や技術を有する者は公益社団法人ツーリズム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

20 観光誘致促進室
令和３年度観光マーケティング推進
事業委託業務

令和3年4月1日
大分市高砂町２番５０号
公益社団法人　ツーリズムおおいた

28,176,000  円

①本業務は、旅行者の旅行検討から実際の旅行・SNS等での情報発信に至るす
べての過程での情報を収集・分析し、その結果を基に誘客施策の見直しを行うこ
とで施策効果の最大化を図るもの。
②これを行うためには、観光客を誘客するための国内外の旅行業者や交通機
関、観光施設等との折衝や情報収集、分析、企画作成など専門的な知識が必要
である。
③上記資格や技術を有する者は公益社団法人ツーリズム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

21 ＤＸ推進課
令和３年度
地域コミュニティ情報化推進業務委
託

令和3年4月1日
大分市東春日町51-6
公益財団法人
ハイパーネットワーク社会研究所

16,313,000  円

①本業務は、情報コミュニティセンターの運営管理、情報化普及啓発等を行うもの
である。
②委託先には、ITに関する十分な知識とともに国・県の推進する情報化施策に関
する十分な理解を有することが求められる。
③ハイパーネットワーク社会研究所は、総務省、経済産業省の共管（平成25年度
から内閣府所管）のもと、県や企業により設立され、国・県の情報化施策に精通し
ており、事業内容が本体の業務内容と密接に関係するため。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

22 先端技術挑戦課
令和３年度アバター技術等に関する
産業創出推進事業委託業務

令和3年4月26日
大分市東春日町１７－２０
公益財団法人大分県産業創造機構

7,689,000  円

①本事業は、県内のアバター産業の創出を図るため、遠隔操作ロボット「アバ
ター」や、それを構成する先端技術について、県内企業の参入を促すため、県内
企業と県外アバター関連企業とのマッチングを促すとともに、先進的な取組を行っ
ている企業や専門家による勉強会の開催等を行うことを目的とした業務である。
②本業務において高い成果を上げるためには、県内企業との広範なネットワーク
を有し、かつ先端技術に関する知識や技術を有していることが必要である。
③金額要件だけでなく、実効性のある企画を広く求めるため、提案協議を実施し
た結果、上記相手方を最も適した団体として選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



商工観光労働部 随意契約件数 191 件                                 金額 1,931,188,109  円
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23 先端技術挑戦課
大分空港の宇宙港活用に係る調査
及びコンサルティング等委託契約

令和3年4月1日
東京都千代田区大手町1-9-2
大手町フィナンシャルシティグランキューブ
株式会社　野村総合研究所

86,413,415  円

①本事業は、大分空港を水平型宇宙港として活用するために必要となる具体的
な運用計画（オペレーション計画）の整理、県内サプライチェーン構築に関する調
整やコンサルティングなどを行うものである。
②R2年度の調査事業において、提案競技を経て(株)野村総合研究所を契約の相
手方として選定し、契約を行った。
　当該業務に必要不可欠な米国企業の技術情報を得るためには、米国政府の許
可が必要であり、(株)野村総合研究所は大分県及び他の関係者とともに当該承
認を受けている。
③当該承認についてその地位を他の者に代替させることはできない。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

24 先端技術挑戦課
令和3年度大分県宇宙港関係法律
顧問委託業務契約

令和3年4月1日
東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー23階
TMI総合法律事務所

12,672,000  円

①本業務は、大分空港を水平型宇宙港として活用するにあたって必要な法的な
支援を受けるものである。
②これを行うには、日米両国の法律など、宇宙港関係の高度な知見や経験が必
要である。
③上記の知見、経験を有しているのは、TMI総合法律事務所に所属する該弁護
士のみである。
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 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（製菓衛生師
養成科　令和3年度生）

令和3年4月1日
大分市荏隈中島１１３５
学校法人　後藤学園
智泉福祉製菓専門学校

11,087,872  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、学校法人　後藤学園　智泉福祉製菓専門学
校と契約を締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料113,207円/人

26 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（保育士養成
科　令和3年度生）

令和3年4月1日
別府市野田７８番地
学校法人　溝部学園
別府溝部学園短期大学

11,313,440  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、学校法人　溝部学園　別府溝部学園短期大
学と契約を締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料円91,987/人

27 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（ＩＴ人材養成
科　令和3年度生）

令和3年4月1日
大分市金池南１－２－２４
学校法人　大原学園
大原簿記公務員専門学校大分校

23,067,000  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、学校法人　大原学園　大原簿記公務員専門
学校大分校と契約を締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料円104,500/人
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28 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（保育士養成
科　令和3年度生）

令和3年4月1日
大分市荏隈中洲１２２９番地の１
学校法人　後藤学園
大分保育専門学校

10,340,000  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、学校法人　後藤学園　大分保育専門学校と
契約を締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料円83,875/人

29 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（介護福祉士
養成科　令和3年度生）

令和3年4月1日
大分市金池南１－２－２４
学校法人　大原学園
大原医療介護福祉専門学校大分校

12,155,000  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、学校法人　大原学園　大原医介護福祉専門
学校大分校と契約を締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料円99,000/人

30 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（保育士養成
科　令和3年度生）

令和3年4月1日
別府市北石垣８２
別府大学短期大学部

12,254,960  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、別府大学短期大学部と契約を締結したもの
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
④単価契約：一月あたり訓練委託料円99,833/人

31 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（社会福祉士
養成科　令和3年度生）

令和3年4月1日
大分市荏隈中島１１３５
学校法人　後藤学園
智泉福祉製菓専門学校

11,175,872  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、学校法人　後藤学園　智泉福祉製菓専門学
校と契約を締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料111,832円/人
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32 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（美容師養成
科　令和3年度生）

令和3年4月1日
大分市東大道１丁目４番２２号
学校法人　明日香学園

10,968,416  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、学校法人　明日香学園と契約を締結したも
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
④単価契約：一月あたり訓練委託料112,171円/人

33 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（介護福祉士
養成科　令和3年度生）

令和3年4月1日
大分市勢家芦崎１１０４－２
学校法人　平松学園
大分介護福祉士専門学校

11,219,840  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、学校法人　平松学園　大分介護福祉士専門
学校と契約を締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料91,207円/人

34 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（介護福祉士
養成科　令和3年度生）

令和3年4月1日
大分市荏隈中島１１３５
学校法人　後藤学園
智泉福祉製菓専門学校

12,374,840  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、学校法人　後藤学園　智泉福祉製菓専門学
校と契約を締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料100,832円/人

35 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（長期高度人材
育成コース）委託業務（精神保健福
祉士養成科　令和3年度生）

令和3年4月1日
大分市荏隈中島１１３５
学校法人　後藤学園
智泉福祉製菓専門学校

11,175,872  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、学校法人　後藤学園　智泉福祉製菓専門学
校と契約を締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料111,832円/人

36 雇用労働政策課
県立職業訓練能力開発校学校案内
制作業務

令和3年4月20日
大分市松原町２ー１ー６
小野高速印刷株式会社

1,851,300  円

①本業務は、高校生等の若者を主なターゲットとし、県立職業能力開発校の学科
紹介や職業訓練の魅力を紹介した冊子及びポスターを作成し、県立職業能力開
発校の入校生確保を図るものである。
②冊子内容等を確認し、最も費用対効果の高い案を採用するため、企画競争を
実施した結果、小野高速印刷株式会社と契約を締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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37 雇用労働政策課
令和３年度大分県就職情報サイト
「FAVOita」保守運用業務

令和3年4月1日
大分市金池町２丁目１番８号
株式会社ＨＡＢ＆Ｃｏ．

1,795,200  円

①本業務は企業と求職者のマッチングをインターネット上で行うことを目的に県が
開設している大分県就職情報サイト「FAVOita」の保守運用を委託するものであ
る。
②本ウェブサイトは株式会社HAB&Co.がサイトの構築及びシステムの開発を行っ
ており、保守運用業務を迅速かつ効率的・効果的に実施できるのは、当該システ
ムの細部まで精通している、開発者の株式会社HAB&Co.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

38 雇用労働政策課
中小企業等テレワーク相談窓口委託
業務

令和3年4月1日
大分市金池南１丁目５－１コレジオ大分１
階　　　　　　　　　　　　　株式会社ザイナス

12,265,000  円

①本業務は、中小企業等に対し、テレワークについての相談窓口を設置し、各種
相談、セミナーを通じてテレワーク導入の推進を図るものである。
②テレワークへの深い知見に加え、県内中小企業のICT環境を十分に理解してお
り、他案件での事業実績も十分にあることが企画提案競技により伺うことができ
た結果、株式会社ザイナスと契約を締結したものである。
③法令根拠：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

39 雇用労働政策課
令和３年度県外若年者ＵＩＪターン推
進イベント開催等業務

令和3年4月1日
大分市金池町２丁目１番８号
株式会社ＨＡＢ＆Ｃｏ．

17,902,000  円

①本業務は、県が福岡市中央区大名に設置している拠点施設「dot.」で就職関連
イベントを開催し、参加者をdot.管理運営者が設置するUIJターン就職相談窓口等
へと誘導することでUIJターン就職に結び付けることを目的に実施するものであ
る。
②したがって、これを効果的に実施できるのは、dot.管理運営者の大名MEETの
構成事業者（代表構成員）であり、かつ、有料職業紹介事業者として県内企業と
福岡の若者のマッチングに係る技術を有する株式会社HAB&Co.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

40 雇用労働政策課
ジョブカフェおおいた(別府）サテライ
ト事業運営委託業務

令和3年4月1日
別府市中央町７番８号
別府商工会議所

4,917,600  円

①本業務は、地域における若年者就業支援と中小企業の人材確保支援を一体
的に実施するものである。
②これを効果的・効率的に実施するには、地域の詳細な企業情報の把握や関係
機関との連携が不可欠であるため、地域の企業・関係団体等とのネットワークを
持ち、業務実施に関するノウハウを有する各商工会議所と契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

41 雇用労働政策課
ジョブカフェおおいた(中津）サテライ
ト事業運営委託業務

令和3年4月1日
中津市殿町１３８３番地の１
中津商工会議所

4,970,400  円

①本業務は、地域における若年者就業支援と中小企業の人材確保支援を一体
的に実施するものである。
②これを効果的・効率的に実施するには、地域の詳細な企業情報の把握や関係
機関との連携が不可欠であるため、地域の企業・関係団体等とのネットワークを
持ち、業務実施に関するノウハウを有する各商工会議所と契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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42 雇用労働政策課
ジョブカフェおおいた(日田）サテライ
ト事業運営委託業務

令和3年4月1日 日田市三本松２丁目２番１６号
日田商工会議所

4,970,400  円

①本業務は、地域における若年者就業支援と中小企業の人材確保支援を一体
的に実施するものである。
②これを効果的・効率的に実施するには、地域の詳細な企業情報の把握や関係
機関との連携が不可欠であるため、地域の企業・関係団体等とのネットワークを
持ち、業務実施に関するノウハウを有する各商工会議所と契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

43 雇用労働政策課
ジョブカフェおおいた(佐伯）サテライ
ト事業運営委託業務

令和3年4月1日
佐伯市向島１－１０－１
佐伯商工会議所

4,917,600  円

①本業務は、地域における若年者就業支援と中小企業の人材確保支援を一体
的に実施するものである。
②これを効果的・効率的に実施するには、地域の詳細な企業情報の把握や関係
機関との連携が不可欠であるため、地域の企業・関係団体等とのネットワークを
持ち、業務実施に関するノウハウを有する各商工会議所と契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

44 雇用労働政策課
おおいた産業人財センター運営に係
る賃貸借契約

令和3年4月1日
大分市
個人

3,228,000  円

①本契約は、県内企業とＵＩＪターン就職希望者とのマッチングや概ね４０歳未満
の若年者の就職支援等を行う「おおいた産業人財センター」の入居スペースを賃
借するものである。
②当該センター利用者の利便性を確保するには、大分市中心部で十分な床面積
を確保でき、ハローワークなど関係機関に近接する等の条件を満たすことが必要
である。
③この条件を満たすのは、ガレリア竹町通商店街内のキムラヤビルのみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

45 雇用労働政策課
大分県ふるさと求人マッチングサイト
運営等業務委託

令和3年4月1日
福岡市中央区天神２－８－４１
株式会社アソウ・ヒューマニーセンター

3,244,433  円

①本業務は、移住支援金の支給対象となる求人情報を周知する「大分県ふるさと
求人マッチングサイト」の運用等を行うものである。
②同サイトは、令和元年度に株式会社アソウ・ヒューマニーセンターが開発し、掲
載する求人広告の作成支援からWeb上でエントリーを受け付けた際の一次選考
実施等まで同社が行ってきたところである。
③上記過程があることから、本業務を確実かつ迅速に履行しうるのは、同サイト
のプログラムに精通する株式会社アソウ・ヒューマニー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

46 雇用労働政策課
令和2年度おおいた産業人財セン
ター運営業務委託

令和3年4月1日
大分市中央町4丁目２－１６
公益財団法人大分県総合雇用推進協会

88,791,500  円

①本業務は、県内企業とＵＩＪターン就職希望者とのマッチングや概ね４９歳未満
の若年者の就職支援等を行う「おおいた産業人財センター」の運営を委託するも
のである。
②本業務を委託するに当たり、２者から企画提案を受け、選定委員会において審
査した結果、最も優れた企画を提案した公益財団法人大分県総合雇用推進協会
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
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47 雇用労働政策課
おおいた子育て応援団（しごと子育
てサポート企業）認証推進事業

令和3年4月1日
大分市金池町３丁目１番６４号
大分県中小企業団体中央会

2,274,000  円

①おおいた子育て応援団（しごと子育てサポート企業）とは、次世代育成対策推
進法に基づく一般事業主行動計画を労働局へ届け出た企業を、「おおいた子育て
応援団（しごと子育てサポート企業）」（仕事と家庭の両立がしやすい職場環境づく
りに取り組む企業）として大分県が認証するものである。
②本契約の内容は、「一般事業主行動計画」を法的に策定する義務のない従業
員数１００人以下の企業を中心に、おおいた子育て応援団（しごと子育てサポート
企業）の認証を受ける企業を募集・勧誘することである。
③本契約の相手方（大分県中小企業団体中央会）は、中小企業等協同組合法に
より設立された公益性の高い団体であり、県内約22,000企業の中小企業（従業員
数３００人以下）の経営について相談対応を行うなど、各種指導・助成事業を行っ
ている。
また、厚生労働大臣が「一般事業主行動計画」の策定・実施を支援する団体とし
ては、県内では2団体指定されているが、そのうち経営指導員を配置する唯一の
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

48 雇用労働政策課
令和３年度「ものづくり等人材育成事
業」開催業務委託

令和3年4月30日
大分市大字下宗方字古川１０３５－１
一般社団法人　大分県技能士会連合会

2,058,426  円

①本業務は、小学生とその保護者向けに、ものづくりの楽しさや技能士等ものづく
りに携わる者が持つ「技」の素晴らしさを体験してもらうことにより、技能に対する
関心を高め、技能尊重気運の醸成を図るため実施する「ものづくり体験事業」と、
中学生向けに、各中学校が行う職場体験学習を通して、技能士の魅力等を伝え、
技能に対する理解を深めるために実施する「職場体験事業」を実施するものであ
る。
②本業務を委託するにあたり、開催に関する企画・実行等のノウハウを有した者
に提案を競わせ、事業の成果が最も高いと見込まれる委託先を選ぶ公募型企画
提案競技を実施した結果、一般社団法人大分県技能士会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

49 大分高等技術専門校
大分職業訓練センター研修室等の
利用に係る事務委託業務 令和3年4月1日

大分市大字下宗方1035-1
大分県職業能力開発協会

2,469,000  円

この契約は、大分職業訓練センター研修室等の利用に係る室内監視等の業務を
行うものである。受託者である大分県職業能力開発協会は、職業能力開発法に
基づき職業能力の開発及び向上の促進を目的として設立された法人であり、職
業訓練等に関する業務についての指導を行うため、上記法律により大分県職業
訓練センターの使用をさせている。
今回の契約の内容は、研修室等の鍵の開閉や室内の監視であることからセン
ター内に職員を配置しなければ円滑な業務ができないため。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

50 大分高等技術専門校
委託訓練「介護福祉士養成科」(3-4)
（別府溝部）

令和3年4月1日
別府市大字野田７８
学校法人　溝部学園
別府溝部学園短期大学

7,226,904  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　98,082円 ,定着支援費　55,000円
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51 大分高等技術専門校
委託訓練「保育士養成科」(3-8)（東
九州短大）

令和3年4月1日
中津市大字一ツ松２１１番地
学校法人　扇城学園
東九州短期大学

6,699,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　90,750円 ,定着支援費　55,000円

52 大分高等技術専門校
委託訓練「調理師養成科」(3-9)（国
際調理）

令和3年4月1日
大分市東大道1丁目6番1号
学校法人　後藤学園
専門学校　国際調理フラワーカレッジ

6,198,500  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　98,725円 ,定着支援費　55,000円

53 大分高等技術専門校
委託訓練「調理師養成科」(3-10)（田
北調理）

令和3年4月1日
大分市府内町２丁目５－７
学校法人　ザイナスアカデミー
田北調理師専門学校

6,489,920  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　103,582円 ,定着支援費　55,000円

54 大分高等技術専門校
委託訓練「栄養士養成科」(3-11)（別
府溝部）

令和3年4月1日
別府市大字野田７８
学校法人　溝部学園
別府溝部学園短期大学

8,901,088  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　90,428円 ,定着支援費　55,000円

55 大分高等技術専門校
委託訓練「栄養士養成科」(3-12)（別
府大学）

令和3年4月1日
別府市大字北石垣８２
学校法人　別府大学 8,922,688  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　90,653円 ,定着支援費　55,000円
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56 大分高等技術専門校
委託訓練「美容師養成科」(3-15)（明
星国際）

令和3年4月1日
大分市大津町１－１－１
学校法人　河野文化学園
専門学校　明星国際ビューティカレッジ

7,604,880  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費103,540円 ,定着支援費　55,000円

57 大分高等技術専門校
委託訓練「美容師養成科」(3-16)（ア
ンビシャス国際美容学校）

令和3年4月1日
大分市大字市５５１番地
職業訓練法人 大分県理容美容訓練協会
アンビシャス国際美容学校

9,976,064  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費101,834円 ,定着支援費　55,000円

58 大分高等技術専門校
委託訓練「介護実務者研修科（大分
①）」（2-34）就職支援業務

令和3年4月1日
東京都新宿区西新宿1丁目23番7号
株式会社日本教育クリエイト
（三幸福祉カレッジ）

1,914,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。訓練実施事業者と就職支援業務契約を行った。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
単価契約（１人あたり月額単価）
就職支援費　22,000円

59 大分高等技術専門校
委託訓練「経理・officeスペシャリスト
科（大分）」（2-36）就職支援業務

令和3年4月1日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園
（大分経理専門学校）

1,411,647  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。訓練実施事業者と就職支援業務契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
就職支援費　22,000円

60 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科（別府
①）」（2-40）就職支援業務

令和3年4月1日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園
（大分経理専門学校）

1,307,625  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。訓練実施事業者と就職支援業務契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
就職支援費　22,000円

61 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科（大分
②）」（2-42）就職支援業務

令和3年4月1日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園
（大分経理専門学校）

1,044,710  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。訓練実施事業者と就職支援業務契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
就職支援費　22,000円



商工観光労働部 随意契約件数 191 件                                 金額 1,931,188,109  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

62 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科（中津
②）」（2-46）就職支援業務

令和3年4月1日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園
（大分経理専門学校）

1,216,555  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。訓練実施事業者と就職支援業務契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
就職支援費　22,000円

63 大分高等技術専門校
委託訓練「広告・Webデザイン科（別
府）」（2-50）就職支援業務

令和3年4月1日
福岡県福岡市天神3丁目4番8号
株式会社　ヒューリスアカデミー

1,286,574  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。訓練実施事業者と就職支援業務契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
就職支援費　22,000円

64 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン基礎科（大分
①）」（2-51）就職支援業務

令和3年4月1日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園
（大分経理専門学校）

1,606,333  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。訓練実施事業者と就職支援業務契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
就職支援費　22,000円

65 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科（大分
①）」(3-21)

令和3年4月16日
大分市錦町３丁目7番２８号
一般社団法人由布学園
（大分経理専門学校）

9,900,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

66 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科（宇佐
①）」(3-22)

令和3年4月20日
大分市錦町３丁目7番２８号
一般社団法人由布学園
（大分経理専門学校）

5,720,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

67 経営創造・金融課
令和3年度
ケーススタディ型伴走支援者育成研
修事業委託契約

令和3年5月6日
東京都千代田区丸の内3丁目丸の内二重
橋ビルディング
有限責任監査法人トーマツ

15,860,700  円

①本業務は、県内の有望なビジネス支援者を選抜し、企業の経営ニーズに総合
的に寄り添うことができ、出口戦略を意識した実行力のある支援人材を育成する
「伴走指導プログラム」を実施し、ベンチャーの育成環境の整備を図るものであ
る。
②当該業務の委託先事業者には、充実した指導体制及び指導能力、専門性の
高い支援ノウハウ、外部専門家等とのネットワークなどが求められるため、委託
先事業者選定にあたり、提案競技を実施。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



商工観光労働部 随意契約件数 191 件                                 金額 1,931,188,109  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

68 工業振興課 大分ものづくり未来塾委託業務 令和3年5月19日
大分市大手町３丁目１番１号
一般社団法人大分県工業連合会

1,822,000  円

　本事業は、県内中小製造業の若手技術者を対象に自らテーマや課題を見つけ
られる自律型人材の育成を図ることを目的として、大分ものづくり未来塾「若手技
術者育成研修」を開催するものである。
　本事業の目的を継続的、効果的、効率的に達成するためには、県内製造業者と
の関係構築が出来ており、平成２６年度から当該業務を実施したノウハウがあり、
当該契約の内容が本来の業務内容と密接に関係している一般社団法人大分県
工業連合会と契約を締結することが必要不可欠である。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

69 企業立地推進課
令和3年度大分流通業務団地維持
管理業務委託契約

令和3年4月14日
大分市城崎町２丁目３番３２号
大分県土地開発公社

9,123,400  円

多岐にわたる維持管理を支障なく、効率的に行うには、県が行う団地における商
談及び入居企業の建設工事と調整する必要がある。また、安全・防災・環境の対
策業務を確実に遂行するには、排水施設などの団地内施設に加え、造成前の地
形や地質を十分熟知していなければならない。このため、当該業務の委託の核と
なる総括調整業務を担うことができるのは、大分流通業務団地の造成工事を行
い、その後の維持管理業務等も実施するなどし、業務に必要な情報、知識、ノウ
ハウを持ち、他の県営工業団地の分譲も担っている大分県土地開発公社しかな
い。なお、公社は、土地の造成、管理等を行わせるため、公有地拡大推進法に基
づき県が設立した法人であり、アウトソーシングによる職員の負担軽減にも資す
る。以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号（契約の目的
を継続的、効果的、効率的に達成するため、当該契約の内容が本来の業務内容
と密接な関係を有する相手方と契約を締結することが必要不可欠であるとき）に
該当するため。

70 ＤＸ推進課
未来の先端技術活用人材発掘事業
委託業務

令和3年5月21日
大分市東春日町51-6
公益財団法人
ハイパーネットワーク社会研究所

2,742,907  円

①本業務は、小中学生向けプログラミング教室や高校生向けＩＴ業界魅力発見事
業の開催を行うものである。
②委託先には、ITに関する十分な知識とともに国・県の推進する情報化施策に関
する十分な理解を有することが必要である。
③上記条件を満たす事業者として、企画提案競技の結果、公益財団法人ハイ
パーネットワーク社会研究所を選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

71 ＤＸ推進課
令和３年度　通信設備等の保守等に
関する委託事業

令和3年4月1日
大分市長浜町３丁目１番１号
西日本電信電話株式会社　大分支店

4,055,277  円

①本業務はNTT西日本の局舎をアクセス拠点とし通信設備等を局舎内に設置
し、保守を委託するものである。
②ネットワーク運用には24時間365日の安定した稼働が必要でありそのため電源
設備、空調設備、耐震設備等が整っている必要がある。
③この条件を満たす設置場所を提供しているのはNTT西日本のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

72 雇用労働政策課
令和３年度学生コミュニティ形成事業
業務委託

令和3年5月14日

（契約時住所）
別府市大字鶴見2707番地の1　ディアスプ
リペットA102号
（6/10以降住所）
別府市大字鉄輪字ヲリ立796番地6
サンバシ株式会社

8,916,490  円

①本業務は、学生ファシリテーターの育成とともに、その学生を中心として県外学
生も含むコミュニティを形成することで、県内企業への就職促進や学生の就職活
動の充実を図るものである。
②本業務を委託するにあたり、企画提案競技を実施し、選定委員会において審
査した結果、優れた企画を提案したサンバシ株式会社と契約したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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73 雇用労働政策課
女性のスキルアップ総合支援事業
（働きたい女性のトータルサポート事
業）委託業務

令和3年5月7日

福岡県福岡市中央区２－３－２５
天神ZEROビル５F
リクルーティング・パートナーズ
株式会社

8,371,440  円

①本業務は、再就職支援セミナーや合同企業説明会の開催を通し、女性の再就
職を支援するものである。
②本業務を委託するにあたり、企画提案競技を実施し、選定委員会において審
査した結果、優れた企画を提案を行ったリクルーティング･パートナーズ（株）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

74 雇用労働政策課
女性のスキルアップ総合支援事業
（自営型テレワーク推進事業）委託
業務

令和3年5月10日
東京都多摩市落合１－４６－１ ココリア多
摩センター５Ｆ
株式会社キャリア・マム

14,424,300  円

①本委託業務は、特に外で働くことが困難な女性等に対し、仕事と生活の両立を
目指した自営型テレワークによる就業支援を行い、就業機会を創出することを目
的としている。
②実施にあたっては、自営型テレワークに深い知見を有する事業者から提案を募
ることで、より効果的な事業実施が期待できることから、企画提案競技を行い、委
託業者を選定した。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

75 雇用労働政策課
大分県働き方改革アドバイザー養
成・対策普及事業委託業務

令和3年5月12日
大分県大分市府内町１丁目６番２１号
大分県社会保険労務士会

13,284,150  円

①本委託業務は、大分県働き方改革アドバイザーを養成・活用し、働き方改革に
取り組む企業を支援することで、県内全域での働き方改革の推進を図ることを目
的としている。
②実施にあたっては、働き方改革に深い知見を有する事業者から提案を募ること
で、より効果的な事業実施が期待できることから、企画提案競技を行い、委託業
者を選定した。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

76 雇用労働政策課
令和３年度若者の県内就職促進の
ためのWEBマガジン「オオイタカテ
テ！」運営委託業務

令和3年4月1日
大分市賀来北３丁目４番３号
株式会社ユビキタステクノロジー

4,613,400  円

①本業務は大分の旬で魅力的な素材や県内企業等を取材のうえ、若者の興味を
引くWEBマガジンとして発信することで、大学生等の県内就職促進を図るものであ
る。
②現受託者である株式会社ユビキタステクノロジーは、H28年度からの運用開始
にあたりH28.3に実施した企画提案競技で当業務を受託し、R2年度まで継続して
運営を実施している。
　現受託者が持つ著作者「人格権」のうち、「同一性保持権（著作権法第20条）」に
ついては、現契約書第5条（2）で受託者の同意なく県が改変できる旨規定してい
る。
　しかし、「人格権は一身専属的権利で譲渡できない（法第59条）」とされており、
前記の改変事前同意特約などの特約条項の有効性に対する司法判断はなされ
ておらず、受託者が人格権を主張すれば紛争が生じる可能性がある。現受託者
と人格権を主張しない旨の覚書きを交わすことで紛争は避けられるが、4年間積
み上げてきた同サイト運営のノウハウまでを無償譲渡し他業者が運営することと
なり、覚書きを交わすまでに紛争が生じる可能性が高い。この紛争を回避するに
は、ホームページの運営主体を変える場合は一から作り直す必要があり、サイト
制作の費用が生じることとなる。
　したがって令和3年度においても現受託者である株式会社ユビキタステクノロ
ジーとの随意契約とする。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
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77 雇用労働政策課
令和３年度障がい者雇入れ体験（職
場実習）業務

令和3年4月1日

別府市内竈１３９３－２
社会福祉法人　太陽の家
（障害者就業・生活支援センター「たいよ
う」）

1,461,254  円

①本業務は障がい者雇用に取り組む意欲のある民間事業者に対して、雇入れ体
験（職場実習）の機会を提供するものである。
②事業を円滑に実施するには、障がい者の就労支援に関する専門知識と関係機
関との幅広いネットワークが必要であり、県内各地域で本事業を実施するため障
害者就業・生活支援センターと契約を締結したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

78 雇用労働政策課
令和３年度障がい者雇入れ体験（職
場実習）業務

令和3年4月1日

大分市大字野田７５９
社会福祉法人　博愛会
（障害者就業・生活支援センター「大分プラ
ザ」）

2,570,632  円

①本業務は障がい者雇用に取り組む意欲のある民間事業者に対して、雇入れ体
験（職場実習）の機会を提供するものである。
②事業を円滑に実施するには、障がい者の就労支援に関する専門知識と関係機
関との幅広いネットワークが必要であり、県内各地域で本事業を実施するため障
害者就業・生活支援センターと契約を締結したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

79 雇用労働政策課
令和３年度障がい者雇入れ体験（職
場実習）業務

令和3年4月1日

大分市大津町２－１－４１
社会福祉法人　大分県社会福祉事業団
（障害者就業・生活支援センター「じゃん
ぷ」「はぎの」「サポートネットすまいる」）

3,718,847  円

①本業務は障がい者雇用に取り組む意欲のある民間事業者に対して、雇入れ体
験（職場実習）の機会を提供するものである。
②事業を円滑に実施するには、障がい者の就労支援に関する専門知識と関係機
関との幅広いネットワークが必要であり、県内各地域で本事業を実施するため障
害者就業・生活支援センターと契約を締結したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

80 雇用労働政策課
令和３年度障がい者雇入れ体験（職
場実習）業務

令和3年4月1日

豊後大野市三重町本城２０５０
社会福祉法人　紫雲会
（障害者就業・生活支援センター（「つば
さ」）

1,017,978  円

①本業務は障がい者雇用に取り組む意欲のある民間事業者に対して、雇入れ体
験（職場実習）の機会を提供するものである。
②事業を円滑に実施するには、障がい者の就労支援に関する専門知識と関係機
関との幅広いネットワークが必要であり、県内各地域で本事業を実施するため障
害者就業・生活支援センターと契約を締結したもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

81 雇用労働政策課
令和３年度障がい者委託訓練支援
事業

令和3年4月1日
別府市内竈１３９３－２
社会福祉法人　太陽の家 4,277,917  円

①本業務は近年増加傾向にある精神障がい者等の雇用を促進するため、県が
実施する障がい者職業訓練の実施について、精神障がい者の特性やニーズ等
に精通している障がい者支援機関のメンタルアドバイザーが、効果的な訓練内容
の検討等の支援を行うものである。
②関係支援機関との幅広いネットワーク、専門的な知識を有することが必要であ
ることから、登録者が多い圏域の障害者就業・生活支援センターの太陽の家と契
約を行った。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



商工観光労働部 随意契約件数 191 件                                 金額 1,931,188,109  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

82 雇用労働政策課
県有財産賃貸借契約
（建物･土地）

令和2年4月1日
大分市東春日町3丁目1番1号
大分労働局

3,099,440  円

①本業務は、大分公共職業安定所及び別府公共職業安定所の建物（一部）並び
に大分公共職業安定所の来庁者用駐車場である県有財産について、賃貸借契
約を締結するものである。
②当該財産を大分公共職業安定所及び別府公共職業安定所を管理する大分労
働局に貸し付けるものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

83 雇用労働政策課
令和3年度就職氷河期世代支援業
務委託

令和3年4月1日
大分市中央町4丁目２－１６
公益財団法人大分県総合雇用推進協会

11,592,000  円

本事業は、不安定な就労状態や、就業を希望しながら長期にわたり無業の状態
にある「就職氷河期世代※」の雇用につながる求人開拓等を行うものであり、令
和２年度から同協会に委託して実施している。
　県では、平成１６年度に「ジョブカフェおおいた」を開設し、概ね４０歳未満（令和２
年度から就職氷河期世代支援対策として、対象年齢を４９歳以下に拡大）の若年
者に対し、ハローワークと連携の下、就職相談やセミナーから職業紹介までワン
ストップで就職支援を行うとともに、企業に対し情報発信や採用力向上に向けた
支援サービスを提供することで、若者の安定雇用及び企業の人材確保・定着を促
進している。
　本事業は、就職氷河期世代に特化した県内企業の求人開拓等をめざすもので
あるが、「ジョブカフェおおいた」で蓄積した情報やノウハウは、本事業において
も、極めて有用である。公益財団法人大分県総合雇用推進協会は、平成１６年度
以来、継続して、「ジョブカフェおおいた」の運営業務を受託しており、履行内容も
良好であることから、本事業を効果的・効率的に実施できるのは、同協会のみで
ある。

※概ね1993年（平成5年）～2004年（平成16年）に学校卒業期を迎えた世代で、大
卒で、概ね39～50歳、高卒で概ね35～46歳（R3.4.1現在）の者。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

84 大分高等技術専門校
委託訓練「広告・Ｗｅｂスペシャリスト
科（別府）」(3-2３)

令和3年5月11日
福岡県福岡市天神3丁目4番8号
株式会社　ヒューリスアカデミー

7,920,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

85 大分高等技術専門校
委託訓練「介護実務者研修科（日出
①）」(3-2４)

令和3年5月14日
日出町三ノ丸２６７２番地
有限会社うの福祉サービス

6,336,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円
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86 大分高等技術専門校
委託訓練「パソ コン経理科（ 別府
①）」(3-2５)

令和3年5月19日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園

2,574,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

87 大分高等技術専門校
委託訓練「パソ コン基礎科（ 大分
①）」(3-2６)

令和3年5月21日
東京都豊島区池袋2丁目50番1号
株式会社　建築資料研究社
（日建学院）

5,775,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

88 経営創造・金融課
令和３年度後継者経営力強化事業
委託業務

令和3年6月28日
大分市東春日町１７－２０
公益財団法人　大分県産業創造機構

1,761,100  円

①本業務は、県内中小企業・小規模事業者における後継者としての資質を備え
る人材の育成を図るものである。
②業務実施に当たっては、経営者としての資質や経営を行うにあたり基礎となる
知識の習得に最適なカリキュラムであるほか、受講者同士のネットワーク構築の
場となるような企画力が求められる。
③企画提案競技を経て相手方を特定する。
④根拠法令：地方自治法施工令167条の2第1項第2号

89 商業・サービス業振興課
令和3年度越境ECサイトを活用した
大分県産加工食品海外販路拡大事
業業務委託

令和3年5月12日
東京都渋谷区神宮前五丁目五二番二号青
山オーバルビル１４
株式会社フォーバル

6,999,300  円

①本業務は、越境ECを活用し県産品の海外販路拡大支援を行うものである。
②これを行うためには越境ECに関する知見やノウハウを有し、効果的に海外販
路拡大を進めていくスキル・体制が必要である。
③上記条件を満たす事業者として、企画提案協議の結果、株式会社フォーバル
が実施主体となった。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

90 商業・サービス業振興課
令和3年度大分県貿易アドバイザー
等と連携した海外販路拡大支援事業
業務委託

令和3年5月7日
大分市大字大在６番地 大分国際貿易セ
ンタービル４階
一般社団法人大分県貿易協会

2,530,000  円

①本業務は、県貿易アドバイザーなどの輸出商社に対し、県産品の提案を実施
し、海外販路拡大支援を行うものである。
②これを行うためには、県貿易ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰをはじめ、商品提案可能な海外ﾊﾞｲﾔｰと
の豊富なコネクションを有する、また貿易実務に精通し、ﾊﾞｲﾔｰの求める技術的な
ｵｰﾀﾞｰに対し迅速かつ適切な対応が可能、さらには県内の加工食品事業者に精
通し、輸出に関心がある県産加工食品の効率的な情報収集、また事業者に対す
るきめ細かいフォローが可能という体制が必要である。
　　上記をすべて満たす団体は一般社団法人大分県貿易協会のみである。
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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91 商業・サービス業振興課
令和3年度県産品EC販売拡大支援
事業業務委託契約

令和3年4月1日
大分市金池町２丁目6-15
株式会社電通九州大分支社

177,000,000  円

①本業務は、大手ECサイト等を活用し、WEB物産展を開催することにより、県産
品の販売拡大を行うものである。
②これを行うためには、WEB物産展の実施に関する具体的な知見やノウハウが
必要となる。
③上記条件を満たす事業者からの企画提案協議の結果、株式会社電通九州大
分支社が実施主体となった。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

92 商業・サービス業振興課
大分県産品通販サイト（Yahoo!ショッ
ピング、Amazon マーケットプレイス）
コンテンツ制作業務委託

令和3年4月30日
大分県大分市大道町5丁目1番10号
大木化粧品株式会社

1,100,000  円

①本業務は、大分県産品通販サイト「おんせん県おおいたオンラインショップ」の
大手ＥＣモール「Yahoo!ショッピング」及び「Amazon マーケットプレイス」への新規
出店に伴い、ウェブサイトコンテンツの制作を行うものである。
②これを行うためには大手ＥＣモールの特色を活かした訴求性の高いサイト構築
やデザインに関するノウハウを有することが必要である。また、既存の登録情報
を使用することにより、容易かつ効率的に各ページの制作を行うことが求められ
る。
③上記条件を満たす事業者は、県公式オンラインショップの運営事業者であり販
売実績を上げている大木化粧品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

93 商業・サービス業振興課
まちづくりNEXTチャレンジャー育成
事業企画運営等業務委託

令和3年5月10日
福岡県那珂川市安徳１０３－１
株式会社ホーホゥ

5,500,000  円

①本業務は、商店街等の商業者グループの若手経営者やまちづくりに関心のあ
る若者・企業及び自治体職員等に対して、まちづくりを通じた地域課題解決に向
けた必要な知識を学ぶ機会を提供し、次代を担うまちづくり人材を育成するもので
ある。
②これを行うためには、まちづくり及び人材育成の意義を的確に認識し、適切な
研修を実施するノウハウを有することが必要である。
③上記条件を満たす事業者として、企画提案協議の結果、株式会社ホーホゥ　が
実施主体となった。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

94 商業・サービス業振興課
坐来大分における外国人向け情報
誌の活用業務委託

令和3年6月1日
東京都新宿区西新宿4-1-10-1102
株式会社ビジネスワールド社

1,100,000  円

①本業務はインバウンドマーケットや日本在住外国人向けに東京の飲食店情報
を掲載することにより、大分県フラッグショップ坐来大分の情報を掲載することに
より、観光客、大使館関係者、外資系企業関係者等を新たな顧客層として獲得す
るものである。
②外国人向けの情報発信を効率的、効果的に実施する必要がある。
③上記の要件を満たすところとして、東京都の飲食店に特化した英文情報誌は
(株)ビジネスワールド社が発刊する、WINING＆DINING　in　TOKYO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

95 商業・サービス業振興課
大分県フラッグショップ坐来大分の移
転に係るトータルコーディネイト及び
情報発信業務委託

令和3年4月1日
東京都大田区山王1-31-27
株式会社エデュウス

2,198,900  円

①本事業は坐来大分の移転・リニューアルに際し、従来からの坐来大分のコンセ
プトを損なうことがなく、県内外に大分の魅力を発信するため、店舗の総仕上げに
係るトータルコーディネイトを委託するもの。
②これを行うためには、坐来大分の店舗コンセプトを熟知しており、飲食店に関す
る企画運営知識や、コンサルティング、空間プロデュース等の指導経験が豊富で
あること、また食や工芸品に関する知識が豊富であること。特に工芸品等につい
ても熟知していること等の条件が求めらる。
③この要件を全て満たすのは、大分県フラッグショップ坐来大分の店舗設計デザ
イン、什器、食器、テーブルトップコーディネート等の監修を行い、オープン当初か
ら店舗運営に指導頂いている株式会社エデュスをおいてほかにない。
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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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

96 商業・サービス業振興課
海外バイヤー招へい商談会開催及
び物産展出展支援業務委託

令和3年6月14日
大分市大字大在6番地
大分国際貿易センタービル4階
一般社団法人大分県貿易協会

2,192,900  円

①本業務は、海外バイヤーを招へいし商談会等を行うものである。
②これを行うためには、マルカイ・ハワイのバイヤ－及び東南アジアのバイヤーと
パイプを持ち、県内に招聘した上で効果的な商談会を実施するとともに、商談成
約からその後のアフターフォローなど各種支援を行う際に必要な各バイヤーや県
内食品企業とのしっかりした関係性構築、かつ貿易に関する幅広い知識等を有す
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貿易協会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

97 先端技術挑戦課
令和3年度衛星データ活用推進事業
促進委託契約

令和3年6月1日
大分市大手町1-3-4つのビル302
株式会社minsora

7,251,530  円

①本業務は、衛星データ利活用の可能性を周知するためにセミナーの開催を行
うものである。
②これを行うために企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、採択され
た提案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

98 大分高等技術専門校
委託訓練「広告・Ｗｅｂデザイン科（大
分）」(3-2９)

令和3年6月1日
福岡県福岡市天神3丁目4番8号
株式会社　ヒューリスアカデミー

6,292,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

99 大分高等技術専門校
委託訓練「パソ コン経理科（ 大分
②）」(3-３０)

令和3年6月2日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園

6,292,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

100 大分高等技術専門校
委託訓練「不動産総合ビジネス科）」
(３-３１)

令和3年6月18日
東京都豊島区池袋2丁目50番1号
株式会社　建築資料研究社
（日建学院）

7,150,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円



商工観光労働部 随意契約件数 191 件                                 金額 1,931,188,109  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

101 大分高等技術専門校
委託訓練「パソ コン経理科（ 佐伯
①）」(3-３２)

令和3年6月22日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園

4,576,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

102 経営創造・金融課
令和３年度事業承継伴走支援人材
育成研修事業委託業務

令和3年7月7日
大分市金池町３－１－６４
大分県商工会連合会

1,880,105  円

①本業務は、事業承継や廃業、Ｍ＆Ａ案件に係る情報収集力や、課題を整理・助
言する支援能力、さらには事業承継・引継支援センターや専門家に橋渡しする前
さばき力の向上を図るものである。
②これを行うには、研修の企画、実施に関する豊富なノウハウを有し、かつ常日
頃から密に支援機関と連携し、事業者への支援を行っていることが必要である。
③企画提案競技を経て相手方を特定する。
④根拠法令：地方自治法施工令167条の2第1項第2号

103 経営創造・金融課
令和３年度大分県地域牽引企業創
出事業中期経営計画書評価（技術）
委託業務

令和3年7月16日
東京都中野区本町２－４６－２
中野坂上セントラルビル
株式会社矢野経済研究所

2,200,000  円

①本業務は、大分県地域牽引企業創出事業における中期経営計画書の審査、
認定にあたり、申請企業に対する外部環境や競争優位性等の分析及び評価を行
うものである。
②本業務を委託するにあたり、公募により、企画提案協議を実施した。
③審査委員会において審査した結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約を
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

104 工業振興課
豊栄鉱山鉱害防止協会現場事務所
フィルタープレス設置工事

令和3年7月5日
大阪府大阪市西区境川2丁目1番44号
株式会社栗田機械製作所

53,900,000  円

①本工事は、休廃止鉱山の坑廃水処理に利用する機械（フィルタープレス）の設
置工事である。
②鉱害の流出防止に資する重要な機械であることから、不具合が生じた際に、迅
速に対応できる左記のものと契約を締結する。
根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

105 工業振興課
令和３年度知的財産活用推進事業
委託業務

令和3年7月21日
愛知県名古屋市中区錦2丁目2番22号
特許業務法人コスモス国際特許商標事務
所

2,708,816  円

①本業務は、知財セミナー及び大企業等の開放特許を中小企業に紹介するマッ
チングイベントを行うものである。
②企画提案競技により広く提案者を公募し、採択された左記のものと契約を締結
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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106 商業・サービス業振興課
マカオニューヤオハン「大分県フェ
ア」出展委託業務契約

令和3年7月2日
別府市新港町6－46
公益社団法人大分県物産協会

1,200,320  円

①本業務は、マカオにおける物産フェアを行うものである。
②これを行う条件として、
　・輸出に有望な県産品のとりまとめ機能を有する公益的な団体であること
　・県内企業が行う県産品の輸出に対するサポートが可能であること
　・現地輸入商社の和偉食品株式会社と連携関係を有すること
が必要である。
③上記②を満たす唯一の団体は、公益社団法人大分県物産協会のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

107 観光政策課
宿泊施設現場リーダー育成講座実
施業務

令和3年6月17日
東京都千代田区丸の内一丁目９－２
グラントウキョウサウスタワー
株式会社　リクルート

2,675,024  円

①本業務は、宿泊施設の現場リーダーにむけた研修を行うものである。
②これを行うためには、宿泊業に精通し、多彩な事例等に基づく知見や、受講生
へ教えるためのノウハウが必要である。
③この業務を実施することのできる事業者を特定するため、企画提案競技を実施
し、事業者を選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

108 観光政策課
宿泊業生産性向上等に向けた共同
研修実施委託業務

令和3年8月4日
東京都渋谷区鶯谷町５－７松本ビル４階
株式会社　旅館総合研究所

6,690,750  円

①本業務は、令和元年度に調査した県内の宿泊事業者の課題解決等に向け、地
域の宿泊事業者が共同して行う取組みに対して研修を行うものである。
②これを行うためには、宿泊業に精通し、多彩な事例等に基づく知見や、宿泊事
業者にあった研修を提供していくためのノウハウとともに、過去の調査や研修との
連続性が必要となる。
③上記の条件を満たすものは株式会社旅館総合研究所のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

109 観光政策課
大分県宿泊施設受入環境整備緊急
支援事業費補助金申請書類受付等
業務

令和3年7月1日
大分県大分市金池町１－１－１７
株式会社JTB　大分支店

23,941,665  円

①本業務は、大分県宿泊施設受入環境整備緊急支援事業に係る補助金の申請
書類の受付、宿泊事業者からの相談対応等を行うものである。
②これを行うためには、書類受付業務や相談対応業務のノウハウが必要である。
③この業務を実施することのできる事業者を特定するため、企画提案競技を実施
し、事業者を選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

110 ＤＸ推進課
企業と高校生との共創によるシビッ
クテック推進事業

令和3年6月30日
東京都江東区豊洲５丁目６番５２号
株式会社オートバックスセブン

2,499,999  円

①本業務は、県立情報科学高等学校商業科３年生で行われている授業「課題研
究授業」において生徒が提起した課題に対して、高校生と県内事業者との協働に
より、IT、IoT等のテクノロジーを活用して課題解決を図る事業を実施するものであ
る。
②これを行うためには、企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、優れた
企画を持つ提案者を契約の相手方として選定するのが必要である。
③企画提案競技の結果、株式会社オートバックスセブンを契約の相手方として選
定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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111 ＤＸ推進課 ＤＸ推進人材育成事業委託業務 令和3年6月15日
大分市東春日町51-6
公益財団法人
ハイパーネットワーク社会研究所

3,077,030  円

①本業務は、県内企業向けのＤＸ推進人材育成基礎セミナーやＡＩ・ビッグデータ
活用人材育成セミナーを開催するものである。
②委託先には、ＤＸの概念や企業のビジョン策定スキル、ＡＩ・ビッグデータに関す
る専門的な知識を有し、人材を育成する上での課題や問題点等を的確に把握し
ていることが必要である。
③上記条件を満たす事業者として、企画提案競技の結果、公益財団法人ハイ
パーネットワーク社会研究所を選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

112 ＤＸ推進課
県内ＩＴ企業等情報発信事業委託業
務

令和3年6月15日
別府市大字鉄輪902番地の4
株式会社コラボ

1,452,000  円

①本業務は、県内ＩＴ企業に関する情報や県内ＤＸの取組等を継続的かつ効果的
に情報発信するものである。
②委託先には、県内外のＩＴ企業に対する広範なネットワークやＩＴに関する情報発
信についての知見や実績を有することが必要である。
③上記条件を満たす事業者として、企画提案競技の結果、株式会社コラボを選定
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

113 ＤＸ推進課
データ利活用製品開発スキル習得
事業委託業務

令和3年6月18日
大分市金池町2丁目9番7号堤ビル501
特定非営利活動法人
おおいたＷＥＢクリエイティブボックス

1,306,976  円

①本業務は、デジタル技術やデータの利活用による製品開発を行うための実践
的なセミナーを開催するものである。
②委託先には、人材育成事業を行うために必要な技術的な知見を有するととも
に、県内のＩＴ人材や県内外のＩＴ企業とのネットワークを有していることが必要であ
る。
③上記条件を満たす事業者として、企画提案競技の結果、特定非営利活動法人
おおいたＷＥＢクリエイティブボックスを選定した。
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 先端技術挑戦課
令和３年度先端技術挑戦フォーラム
開催委託業務

令和3年6月7日

東京都新宿区下宮比町1-4飯田橋卸幸ビ
ル5階
株式会社リバネス

2,983,107  円

①本業務は、令和３年度先端技術挑戦フォーラムの開催を行うものである。
②これを行うために企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、採択され
た提案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2号

115 先端技術挑戦課
令和３年度次世代プログラマー発掘
事業委託業務

令和3年6月9日
大分市大字横尾３８３６番地
合同会社アイ.ジー.シー

6,314,000  円

①本業務は、令和３年度次世代プログラマー発掘コンテスト等の開催を行うもの
である。
②これを行うために企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、採択され
た提案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2号
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116 先端技術挑戦課
令和３年度女性の活躍推進事業委
託業務

令和3年7月14日
東京都江東区新大橋３丁目６番７号
株式会社Barbara Pool

2,601,500  円

①本業務は、女性の活躍の推進に係るセミナー等の開催を行うものである。
②これを行うために企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、採択され
た提案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2号

117 先端技術挑戦課 GPU活用促進事業委託業務 令和3年6月16日
大分市東春日町51番6
公益財団法人ハイパーネットワーク社会研
究所

2,956,998  円

①本業務は、大分県内企業等におけるGPUの活用促進に向けたイベント開催や
調査等を行うものである。
②これを行うために企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、採択され
た提案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2号

118 先端技術挑戦課
次世代モビリティサービス導入推進
事業委託業務

令和3年6月30日
東京都江東区豊洲５丁目６番５２号
株式会社オートバックスセブン

17,597,360  円

①本業務は、大分県内の各地域が抱える移動に係る様々な課題に対応するた
め、交通事業者等と共に、次世代モビリティサービスの効果的な導入に向けた検
討及び実証実験を行うものである。
②これを行うために企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、採択され
た提案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2号

119 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（知識等習得コー
ス）委託業務（職能開発訓練付きジョ
ブセレクト科）

令和3年7月30日
大分市下郡北1丁目2番12号
ゴードービジネスマシン株式会社

10,540,200  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、ゴードービジネスマシン株式会社と契約を
締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料55,000円/人

120 雇用労働政策課
新型コロナ対応離職者再就職支援
事業委託業務

令和3年5月20日
熊本県熊本市中央区紺屋今町14番地
株式会社あつまるホールディングス

9,361,000  円

①本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職者等に対する再
就職支援を強化するため、業種転換支援セミナー・職場見学会・合同企業面接会
を開催し、機会を提供することにより、業種転換等による再就職を支援するもので
ある。
②これらの事業を実施するためには専門性の高い事業者から提案競技を採用
し、その結果、より優れた企画を提出した株式会社あつまるホールディングスを契
約を締結した。
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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121 雇用労働政策課
令和３年度「県内企業と理系大学等
教員との情報交換会」開催業務

令和3年7月29日

大分市長浜町２丁目７－２２
株式会社マイダスコミュニケーション

2,413,683  円

①本事業は、令和３年度「県内企業と理系大学等教員との情報交換会」開催業務
を行うものである。
②開催に関する企画・実行等のノウハウを有し、事業の成果が見込まれる内容で
ある必要がある。
③受託者については公募型企画提案競技を経て契約の相手方を選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

122 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン応用・SNS活用科
（大分」(3-34)

令和3年7月9日
大分市末広町２丁目１０－２４株式会社
株式会社ディック学園

5,720,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

123 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科（中津
①）」(3-３5)

令和3年7月13日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園

5,720,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

124 大分高等技術専門校
委託訓練「医療・介護事務/介護初
任者研修科（中津）」(３-３6)

令和3年7月21日
東京都豊島区池袋2丁目50番1号
株式会社　建築資料研究社
（日建学院）

4,004,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

125 経営創造・金融課
令和３年度自然災害対応型ＢＣＰモ
デル策定事業委託業務

令和3年7月16日
東京都千代田区神田淡路町２－１０５
ワテラスアネックス
ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社

5,214,000  円

①本業務は、自然災害に対応したＢＣＰ策定を、県経済の基盤となる中小企業に
推進することを目的とし、ＢＣＰ策定に関する知見、ノウハウ、実績を有する外部
専門家を活用するもの。
②本業務を委託するにあたり、公募により、企画提案競技を実施し、審査委員会
において審査した結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約を行なうもの。
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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126 経営創造・金融課

令和３年度
大分県新型コロナウイルス感染症対
応資金特別融資（がんばろう！おお
いた資金繰り応援資金）利子補給に
係る申請書確認等委託業務

令和3年7月20日
大分市金池町１－１－１７
株式会社JTB大分支店

24,444,904  円

①本業務は、大分県新型コロナウイルス感染症対応資金特別融資（がんばろ
う！おおいた資金繰り応援資金）利子補給に係る申請書等の各種書類の確認・
補正・データ入力及びそれに付随する電話対応等を行うものである。
②提案競技を経て契約の相手方を特定するもの。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

127 工業振興課
デジタル技術活用人材育成事業委
託業務

令和3年8月16日
東京都千代田区神田練塀町3
サイバネットシステム株式会社

3,979,690  円

①本事業は、県内企業が抱えるデジタル技術活用を担う人材不足について、人
材育成を目的としてセミナー、講演、実技等の教育支援を行うものである。
②県内中小製造業は、アナログ技術への依存が依然として高いが、製造部門に
おいて、IoT導入による生産性向上の取組が図られつつある。しかし、製品の品
質・コストを決定づける、設計・解析・測定を一連としたデジタル技術の活用が進
んでいない。
③そこで、これら教育支援プログラムの構築能力やその内容を評価する必要があ
るため、提案競技を行った結果、評価の高かったサイバネットシステム株式会社
を委託先として選定する。
④根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

128 ＤＸ推進課
令和３年度オープンデータ推進・人
材育成事業委託業務

令和3年8月16日
大分市東春日町51-6
公益財団法人
ハイパーネットワーク社会研究所

1,599,224  円

①本業務は、県及び県内全市町村で立ち上げた「おおいたオープンデータ推進協
議会」に係る内容設定や資料作成等の運営に関する支援を行うとともに、職員に
対するオープンデータに関する研修会を行い、県及び県内市町村におけるオープ
ンデータの取組を推進するものである。
②これを行うためには、企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、優れた
企画を持つ提案者を契約の相手方として選定する必要がある。
③企画提案競技の結果、公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所を契約
の相手方として選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

129 ＤＸ推進課
令和３年度大分県データ連携基盤実
証環境構築運用業務

令和3年8月16日
大分市東春日町17-19大分ソフィアプラザ
2F
日本電気株式会社　大分支店

7,997,000  円

①本業務は、データ連携基盤の検証や実証実験に必要なデータ連携基盤の実証
環境を用意するとともに、実証事業実施主体に対するデータ連携基盤の活用に
関する技術支援を行うものである。
②これを行うためには、企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、優れた
企画を持つ提案者を契約の相手方として選定する必要がある。
③企画提案競技の結果、日本電気株式会社　大分支店を契約の相手方として選
定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

130 大分高等技術専門校
委託訓練「介護実務者研修科（大分
①）」(3-38)

令和3年8月4日
東京都新宿区西新宿1丁目23番7号
株式会社日本教育クリエイト
（三幸福祉カレッジ）

6,600,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円
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131 大分高等技術専門校
委託訓練「医療・介護事務科（大
分）」(3-３9)

令和3年8月6日
東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地
株式会社　ニチイ学館

3,234,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

132 大分高等技術専門校
委託訓練「医療事務・パソコン・SNS
活用科」(３-40)

令和3年8月11日
大分市末広町２丁目１０－２４株式会社
株式会社ディック学園

4,180,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

133 大分高等技術専門校
委託訓練「経理・officeスペシャリスト
科（大分）」(３-41)

令和3年8月20日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園

8,250,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

134 大分高等技術専門校
委託訓練「パソ コン経理科（ 宇佐
②）」(３-42)

令和3年8月24日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園

5,720,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

135 観光政策課 宿泊事業者デジタル導入支援業務 令和3年7月15日
東京都港区芝公園１-２２
株式会社日本能率協会総合研究所

11,209,000  円

①本業務は、大分県内の宿泊事業者の事業効率化・経営力強化を支援するた
め、宿泊事業者に対するアドバイザー派遣によるデジタル導入支援を行うことで、
モデル事例を創出するとともに、セミナーの開催によりデジタル化に関する情報
提供などを行うことで宿泊事業者に対して広くデジタル化の啓発等を行い、県全
体の誘客力の向上に繋げることを目指すものである。
②これを行うためには、宿泊事業者の事業効率化・経営力強化に資する適切な
アドバイザーの選定、セミナーの開催など高度な能力と知識が必要となる。
③この業務を実施することのできる事業者を特定するため、企画提案競技を実施
し、事業者を選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第3号
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136 観光政策課
訴求力のある着地型観光商品と組
み合わせた宿泊客増加策に係る検
証業務

令和3年9月1日
大分県大分市東春日町１－１NS大分ビル
株式会社地域科学研究所

4,764,100  円

①本業務は、宿泊プランに周辺の食や自然等の地域資源を活かして開発された
着地型観光商品を組み合わせて販売することで宿泊客の増加を図ることが可能
かを検証するものである。
②これを行うためには、地域の宿泊施設と地域資源を活かして開発された着地型
観光商品に関する知識を有する必要がある。
③上記の機能を有する者は株式会社地域科学研究所のみである。
④根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

137 観光政策課
マイクロツーリズムによる宿泊客増
加策に係る実証委託業務

令和3年9月15日
大分県大分市東春日町１－８
株式会社大宣

3,999,600  円

①本業務は、宿泊施設が造成する地域資源を活かした朝食付き宿泊プランを大
分市ほか県内向けにプロモーションすることで、マイクロツーリズムによる宿泊客
の増加を図ることが可能かを検証するものである。
②これを行うためには、大分市ほか県内向けにプロモーションを行うノウハウを有
していることが求められる。
③この業務を実施することのできる事業者を特定するため、企画提案競技を実施
し、事業者を選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

138 観光政策課
星空を活かした知名度向上及び誘
客促進実証委託業務

令和3年9月15日
大分県大分市金池町１－１－１７
株式会社JTB　大分支店

5,983,934  円

①本業務は、宿泊施設が共同して星空を活かした地域の知名度向上及び宿泊客
の増加を図ることが可能かを検証するものである。
②これを行うためには、旅行業法に精通するとともに、星空を活用したツアーの造
成や集客に関するノウハウを有していることが求められる。
③この業務を実施することのできる事業者を特定するため、企画提案競技を実施
し、事業者を選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

139 観光誘致促進室
令和３年度農山漁村ツーリズム推進
事業

令和3年8月31日
大分市高砂町２番５０号
公益社団法人　ツーリズムおおいた

3,312,580  円

①本事業は、県内の農山漁村ツーリズム実践者への時宜にかなった研修により
レベルアップを図り、効果的な情報発信により誘客に繋げることを目的としてい
る。
②これを行うためには、日頃から県内の情報を把握し、ニーズに沿った情報を選
択できる体制と県内業界団体の代表としての機能や行政と連携する機能を持つ
機関である必要がある。
③上記の体制や機能を有する者は公益社団法人ツーリズムおおいたのみであ
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

140 先端技術挑戦課
令和３年度
遠隔操作ロボット「アバター」プロジェ
クト創出事業委託業務

令和3年8月11日
東京都中央区日本橋室町３－３－９
日本橋アイティビル５階
avatarin株式会社

13,929,200  円

①本業務は、県内企業や団体によるアバターを用いたビジネスや、県内における
アバター産業の創出を図ることを目的としている。
②そのためには、アバターロボットやその利用システムを有するだけではなく、ア
バターを活用したビジネスの実情に精通していることが必要である。
③金額用件だけではなく実効性のある企画を広く求めるため提案競技を実施した
結果、同社を最も適した団体として選定した。
④根拠法令：地方自治法施行例第167条の2第1項第2号
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141 先端技術挑戦課
令和３年度衛星データ利活用周知テ
レビ放送・映像コンテンツ作成委託
契約

令和3年9月1日
大分市新川西１２
大分朝日放送株式会社

2,354,000  円

①本業務は、衛星データ利活用の可能性を広く周知するために番組放送及び映
像制作を行うものである。
②これを行うために企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、採択され
た提案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

142 雇用労働政策課
障がい者テレワーク導入事業委託業
務

令和3年9月1日
福岡市博多区千代４丁目１番３３号
株式会社elseif

4,180,000  円

①本業務は、障がい者の働き方としてテレワークを導入することを県内の企業へ
普及することを目的とする事業である。
②本業務を委託するに当たり、企画提案協議を実施し、選定委員会において審
査した結果、優れた企画を提案した株式会社elseif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

143 雇用労働政策課
県内就職促進のための広報誌制作
業務委託

令和3年9月1日
大分市松原町２丁目１－６
小野高速印刷株式会社

1,881,000  円

①本業務は、県内企業情報やおおいたで働くこと、暮らすことの魅力情報等を網
羅した冊子を作成・配布し、高校生等若者の県内企業等への就職促進を図ること
を目的とするものである。
②統一的な記事を継続して作成し、広報誌の認知度を高めていくことが必要であ
ることから、令和元年に実施した企画提案競技で広報誌の制作を受託し、デザイ
ン等の原版を持つ小野高速印刷株式会社と契約を締結することが効果的、効率
的である。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

144 大分高等技術専門校
障がい者委託訓練「パソコンチャレン
ジ科」

令和3年9月1日
大分市判田北４丁目９－１３
特定非営利活動法人
障害者ＵＰ大分プロジェクト

2,000,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　60,000円 ,就職支援費　20,000円

145 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン初級科（大分）」
(3-45)

令和3年9月10日
東京都豊島区池袋2丁目50番1号
株式会社　建築資料研究社
（日建学院）

1,369,494  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円
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146 大分高等技術専門校
委託訓練「パソ コン経理科（ 別府
②）」(3-46)

令和3年9月22日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園

4,400,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

147 工業振興課
太陽光発電３Ｒ地域サポート体制構
築事業委託業務

令和3年10月15日
大分市西新地１-３-５サンビル１階
特定非営利活動法人　地域環境ネットワー
ク

2,100,000  円

①本業務は、固定価格買取制度により急速に拡大した太陽光発電について、設
置された太陽光発電所が長期にわたり安定的な発電を継続させることを目的とし
て行うものである。
②本業務の目的を達成するためには、地球温暖化対策の推進に関する法律第２
４条により「地域地球温暖化防止活動推進センター」として指定された団体である
ことに加え、同法に基いた、地域における温暖化対策に関する普及啓発及び広
報活動と本事業の太陽光発電事業者への啓発を併せて効果的に実施できること
が必要である。
③これらを有しているのは特定非営利活動法人地域環境ネットワークのみであ
る。
④根拠法令：地方自治法施工令第167条の2第1項第2号

148 商業・サービス業振興課
大分県営業時間短縮要請協力金給
付に係る預金口座振込取扱協定

令和3年6月14日
大分市府内町３－４－１
株式会社大分銀行

1,700,000  円

①当契約は大分県営業時間短縮要請協力金の振込取扱手数料に係るものであ
る。
②協力金振込は県の指定金融機関である株式会社大分銀行で取り扱われる。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：110円/件（税込）

149 ＤＸ推進課
令和３年度シビックテックプレイヤー
育成プログラム実施事業委託業務

令和3年9月3日
別府市大字鉄輪９０２番地の４
株式会社コラボ

3,396,800  円

①本業務は、課題解決のためにデータを活用してプロトタイプ開発まで行うことの
できる人材を育成するプログラムを実施することで、シビックテックの取組を推進
するとともに、人材育成を図り、データとデジタル技術の活用による課題解決に向
けた継続的なコミュニティの創出することを目的としたものである。
②これを行うためには、企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、優れた
企画を持つ提案者を契約の相手方として選定するのが必要である。
③企画提案競技の結果、株式会社コラボを契約の相手方として選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

150 ＤＸ推進課
令和３年度大分県ＤＸ推進戦略等デ
ザイン業務

令和3年9月30日
東京都新宿区下落合2丁目1番15号
株式会社ジイケイグラフィックス

3,477,600  円

①本業務は、大分県ＤＸ推進戦略や、県庁内各所属におけるデザイン思考による
施策検討を定着させるためのガイドライン「施策デザイン手順書」について、デザ
インの支援（ビジュアライズを含む）を行うものである。
②これを行うためには、企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、優れた
企画を持つ提案者を契約の相手方として選定するのが必要である。
③企画提案競技の結果、株式会社ジイケイグラフィックスを契約の相手方として
選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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151 雇用労働政策課
外国人材向け情報発信動画制作・配
信業務委託契約

令和3年10月11日
大分市春日浦843-27
株式会社トスプロ

5,482,400  円

①本事業は、海外在住で日本に興味を持っている10代～20代へ向けて、大分県
で働く魅力を伝える動画を作成して発信することで、大分県での就労を希望する
外国人を増やすことを目的としている。
②これを行い、高い事業効果を得るためには、動画の企画・作成、閲覧促進等に
専門的な知識を有した業者を選定する必要があることから、企画提案競技を実施
し、選定委員会において審査した結果、優れた企画を提案した株式会社トスプロ
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

152 大分高等技術専門校
委託訓練「介護実務者研修科（中
津）」(3-47)

令和3年10月1日
中津市大字永添２７４４番地
社会福祉法人　九州キリスト教社会福祉事
業団

1,584,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

153 大分高等技術専門校 委託訓練「パソコン科（大分）」(3-48) 令和3年10月5日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園

2,497,542  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

154 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科（佐伯
②）」(3-49)

令和3年10月22日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園

2,640,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

155 大分高等技術専門校
委託訓練「広告・Ｗｅｂスペシャリスト
科（大分）」(3-50)

令和3年10月29日
福岡県福岡市天神3丁目4番8号
株式会社　ヒューリスアカデミー

8,712,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円
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156 大分高等技術専門校 委託訓練「パソコン科（日田）」(3-51) 令和3年10月15日
日田市清水町６６６番地１
株式会社　花月ピーシーネット

900,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

157 商業・サービス業振興課
大分県営業時間短縮要請協力金給
付に係る預金口座振込取扱協定

令和3年6月14日
大分市府内町３－４－１
株式会社大分銀行

1,700,000  円

①当契約は大分県営業時間短縮要請協力金の振込取扱手数料に係るものであ
る。
②協力金振込は県の指定金融機関である株式会社大分銀行で取り扱われる。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：110円/件（税込）

158 ＤＸ推進課
令和３年度データ連携基盤活用実証
プロジェクト実施委託業務

令和3年11月1日
大分市大字津留字六本松1981-6
鬼塚電気工事株式会社

3,498,000  円

①本業務は、データ連携基盤へ、様々な主体からの参画を促し、当該基盤を活用
したユースケースを生み出すため、データ連携基盤の実証に参画し、当該基盤を
活用したアプリケーション開発やデータ利活用に向けた実証プロジェクトを行うも
のである。
②これを行うためには、企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、優れた
企画を持つ提案者を契約の相手方として選定するのが必要である。
③企画提案競技の結果、鬼塚電気工事株式会社を契約の相手方として選定し
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

159 ＤＸ推進課
令和３年度データ連携基盤活用実証
プロジェクト実施委託業務

令和3年11月1日
大分市金池南１丁目5-1コレジオ大分5階
株式会社ザイナス

3,381,400  円

①本業務は、データ連携基盤へ、様々な主体からの参画を促し、当該基盤を活用
したユースケースを生み出すため、データ連携基盤の実証に参画し、当該基盤を
活用したアプリケーション開発やデータ利活用に向けた実証プロジェクトを行うも
のである。
②これを行うためには、企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、優れた
企画を持つ提案者を契約の相手方として選定するのが必要である。
③企画提案競技の結果、株式会社ザイナスを契約の相手方として選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

160 ＤＸ推進課
令和３年度姫島ＩＴアイランド構想推
進ワーケーション実証事業委託業務

令和3年10月8日
東国東郡姫島村2069
一般社団法人姫島エコツーリズム

4,631,000  円

①本業務は、村外のＩＴ関連企業を対象としたワーケーションモニターツアーの実
施や、ツアー実施にあたり必要なモデルコースや島内の魅力を検索できるコンテ
ンツを制作するものである。
②委託先には、魅力的・効果的なイベント実施や情報発信手法について、知見や
実績を有していることが必要である。
③上記条件を満たす事業者として、企画提案競技の結果、一般社団法人姫島エ
コツーリズムを選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
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161 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（知識等習得コー
ス）委託業務（介護実務者研修科）

令和3年11月8日
日出町三ノ丸２６７２番地
有限会社　うの福祉サービス

11,550,000  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、有限会社　うの福祉サービスと契約を締結
したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料51,333円/人

162 大分高等技術専門校
委託訓練「医療事務・パソコン・SNS
活用科（豊後大野）」(3-52)

令和3年11月5日
大分市末広町２丁目１０－２４株式会社
株式会社ディック学園

1,760,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

163 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科（中津
②）」(3-53)

令和3年11月16日
大分市錦町3丁目7番28号
一般社団法人由布学園

4,400,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施
し、提案者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当である
と判断し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

164 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科（大分
③）」(3-55)

令和3年11月30日
大分市錦町3丁目7番28号
一般社団法人由布学園

9,900,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施
し、提案者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当である
と判断し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

165 経営創造・金融課
令和３年度大分県地域牽引企業創
出事業経営支援委託業務

令和3年12月13日
福岡県福岡市中央区天神一丁目４－２ エ
ルガーラ
有限責任監査法人トーマツ　福岡事務所

2,200,000  円

①本業務は、大分県地域牽引企業創出事業による支援対象となった企業の経
営、販路開拓等支援を行うものである。
②提案競技を経て契約の相手方を特定するもの。
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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166 商業・サービス業振興課
新坐来大分お披露目会開催事業委
託業務

令和3年10月1日
大分市府内町2-2-1　名店ビル３０８
大分ブランドクリエイト株式会社 2,457,473  円

①本業務は、坐来大分の移転オープンを県内外にＰＲするもの。
②上記を行うためには、食事やサービスを含めてのＰＲが必要となる。
③そのため、当該レストランを運営する大分ブランドクリエイト（株）しか委託するこ
とができない。
④根拠法令：地方自治法施行令第１67条の２第１項第２号

167 ＤＸ推進課
令和３年度大分県５Ｇ利活用推進事
業委託業務

令和3年12月9日
福岡県福岡市中央区渡辺通二町目６番１
号西鉄薬院駅ビル
株式会社ＮＴＴドコモ　九州支社

29,920,000  円

①本業務は、県内における潜在的な５Ｇ需要の掘り起こしと持続的なサービス創
出に向けて実証実験等を行うものである。
②これを行うためには、５Ｇに関する専門的な知識が必要であり事業者の能力を
評価する必要がある。
③提案競技の結果、株式会社ＮＴＴドコモが選定された。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

168 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（知識等習得コー
ス）委託業務「IT高度医療スペシャリ
スト科(大分②)」

令和3年12月1日
大分市下郡北1丁目2番12号
ゴードービジネスマシン株式会社

11,880,000  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、ゴードービジネスマシン株式会社と契約を
締結したものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料66,000円/人

169 雇用労働政策課
離職者等職業訓練（知識等習得コー
ス）委託業務「ファイナンシャルプラン
ナー・簿記経理科（大分）」

令和3年12月10日
東京都豊島区池袋２丁目５０番１号
株式会社　建築資料研究社

10,625,976  円

①本業務は、離転職者に対し、就職に必要な職業能力を付与する職業訓練を民
間教育訓練機関等への委託により実施し、早期の再就職を促進し、円滑な労働
移動を図るものである。
②訓練指導内容、就職指導内容等を確認し、就職に結びつく訓練コースを採用す
るために、企画競争を実施した結果、株式会社　建築資料研究社と契約を締結し
たものである。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
④単価契約：一月あたり訓練委託料55,000円/人

170 大分高等技術専門校
委託訓練「広告・Ｗｅｂデザイン科（別
府）」(3-56)

令和3年12月1日
福岡県福岡市天神3丁目4番8号
株式会社　ヒューリスアカデミー

4,400,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円
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171 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科（宇佐
③）」(3-59)

令和3年12月24日
大分市錦町3丁目7番２８号
一般社団法人由布学園

3,718,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

172 工業振興課
令和３年度
「遠隔診療×ドローン物流」社会実装
モデル構築事業委託業務契約

令和3年7月1日
東京都千代田区神田淡路町２－１０１
株式会社ゼンリン

44,999,900  円

①本業務は、離島や半島部など医療リソースが限られる地域における持続可能
な医療サービスの提供に向けて、遠隔診療とドローン物流を組み合わせた実証
実験を行い、ドローンによる地域課題解決の事業モデルの構築を行うものであ
る。
②これを行うために、企画提案競技により広く企画の提案者を公募し、最も優れ
た企画提案を行った株式会社ゼンリンと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

173 工業振興課
令和３年度
「救援物資配送×ドローン物流」社会
実装事業委託業務契約

令和3年6月25日
大分市東大道２丁目５番６０号
ciRobotics株式会社

9,999,440  円

①本業務は、災害時の救援物資配送にドローンを活用するため、必要な資機材
の調達や運用体制の構築等を行い、防災訓練等での運用を通じてドローンの社
会実装事例の創出を図るものである。
②これを行うために、企画提案競技により広く企画の提案者を公募し、最も優れ
た企画提案を行ったciRobotics株式会社と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

174 工業振興課
令和３年度
「離島・過疎地物流×ドローン物流」
社会実装事業委託業務契約

令和3年6月25日
大分市東大道２丁目５番６０号
ciRobotics株式会社

14,982,800  円

①本業務は、買物に課題を抱える離島や過疎地でドローンを活用するための実
装体制等を具体的に整備し、実際にサービス提供を行うことで、ドローンの社会
実装事例の創出を図るものである。
②これを行うために、企画提案競技により広く企画の提案者を公募し、最も優れ
た企画提案を行ったciRobotics株式会社と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

175 商業・サービス業振興課
大分県産工芸品の海外プロモーショ
ン業務委託 令和4年1月1日

200 Liberty St.New York, NY 10281
The Associated Press

1,650,000  円

①本業務は、はＳＮＳのターゲティング広告を利用し、海外に向けて県産工芸品を
効果的に発信し、視聴者の反応を掴むために行うものである。
②これを条件として
　　・世界的に認知されており、信頼・安心度を有した企業であること
　　・世界へ情報発信するためのノウハウを有した企業であること
　　・コンテンツ作制のノウハウを有した企業であること
　　・国内において打合せできる体制が整っていること
　　・工芸品及び大分県に造詣が深いこと
③上記資格や技術を有するのはThe Associated Press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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176 ＤＸ推進課
令和３年度デジタルマーケティング
体制構築支援業務

令和3年12月1日
東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館
株式会社キネッソジャパン

2,300,000  円

①本業務は、全庁でデジタルマーケティングを推進するにあたり、体制構築や仕
組みづくりへの提案を行うとともに、県政各分野への個別事業へのアドバイスを
行うものである。
②これを行うためには、企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、優れた
企画を持つ提案者を契約の相手方として選定するのが必要である。
③企画提案競技の結果、株式会社キネッソジャパンを契約の相手方として選定し
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

177
大分県立工科短期大学
校

県立工科短期大学校学校案内制作
業務委託契約

令和4年1月14日
大分市長浜町２丁目１２－３
大分インフォメーションハウス株式会社

1,298,000  円

①本業務は、県立工科短期大学校の学校紹介を目的とする冊子及びリーフレット
の原稿作成を行うものである。
②上記の業務については、最も高い事業効果が見込まれる委託先を選定する必
要があり、公募型企画提案競技方式を実施した。
③②の提案競技を経て左記の業者を契約の相手方とした。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

178 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン基礎科（大分
②）」（３－６０）

令和4年1月7日
大分市錦町3-7-30
一般社団法人由布学園
（大分経理専門学校本校）

3,696,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

179 大分高等技術専門校
委託訓練「医療事務・パソコン・SNS
活用科（別府②）」（３－６１）

令和4年1月12日
大分市末広町２丁目１０－２４株式会社
株式会社ディック学園

3,432,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

180 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン科（別府）」（３－６
３）

令和4年1月25日
大分市錦町3-7-30
一般社団法人由布学園
（大分経理専門学校本校）

3,234,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円
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181 工業振興課
令和３年度
災害時ドローン総合運用実証・調査
事業委託業務

令和4年2月7日
大分市金池南１丁目５－１ コレジオ大分５
階
株式会社　ザイナス

4,415,290  円

①本業務は、激甚化する災害への対応力向上を図るため、ドローンによる災害情
報の早期収集及び情報共有化に向けた仕組みづくりを行うものである。
②これを行うため、関係機関と災害情報を共有するには、撮影したドローン映像を
県災害対策支援システム上で閲覧できるように連携できるシステムが必要であ
り、この機能を有するのは株式会社ザイナス等の開発する「防災・減災のための
情報活用プラットフォーム（EDiSON）」のほかにない。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

182 工業振興課
令和３年度
離島における持続可能な生活環境
構築・実証事業委託業務

令和3年12月20日
大分市東春日１７番５７号
株式会社オーイーシー

16,915,800  円

①本業務は、離島・へき地地域にオンライン診療とドローン配送を導入し、それら
を組み合わせて地域課題の解決を図る取組である。
②新型コロナウイルス感染症への懸念から、実施する離島では県外からの訪問
等が困難な中、国の定めるオンライン診療の規定を満たすシステムを有し、ガイド
ラインに基づいたドローンによる医薬品配送を行った実績・ノウハウを有するのは
株式会社オーイーシーのほかにない。
③根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

183 商業・サービス業振興課
大分県時短要請協力金（第５期分）
に係る営業実態確認業務及び申請
書確認等業務委託

令和4年1月25日
東京都新宿区西新宿２－６－１
新宿住友ビル３６Ｆ
近畿日本ツーリスト株式会社

58,884,928  円

①本業務は、時短要請協力金の支給にあたり、店舗の営業実態確認や、対象店
舗に速やかに協力金を支給する必要があるため、営業実態確認、協力金申請書
や添付書類の確認、申請手続きにかかる問合せ対応等を行うもの。
②新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」の適
用を令和４年１月２４日に要請し、１月２５日に決定がなされた。これに伴い、県内
全域の飲食店等に対して時短要請を行うこととなったが、要請開始日が１月２７日
となり営業実態確認業務を同日から実施しなければならないため、業務の準備・
調整・実施に緊急を要する。
③緊急を要することや、速やかな協力金の支給が必要であることから、対応可能
なノウハウを有するのは、前回の同業務を委託した近畿日本ツーリスト（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5号

184 ＤＸ推進課
令和３年度大分県５Ｇ利活用推進事
業委託業務

令和3年12月9日
福岡県福岡市中央区渡辺通二町目６番１
号西鉄薬院駅ビル
株式会社ＮＴＴドコモ　九州支社

29,920,000  円

①本業務は、県内における潜在的な５Ｇ需要の掘り起こしと持続的なサービス創
出に向けて実証実験等を行うものである。
②これを行うためには、５Ｇに関する専門的な知識が必要であり事業者の能力を
評価する必要がある。
③提案競技の結果、株式会社ＮＴＴドコモが選定された。
④地方自治法施行令第167条の2第1項第2号



商工観光労働部 随意契約件数 191 件                                 金額 1,931,188,109  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

185 ＤＸ推進課
令和３年度大分県地域デジタル活用
支援員育成事業委託業務

令和3年11月11日
東京都港区海岸一丁目7番1号
ソフトバンク株式会社

1,484,670  円

①本業務は、誰一人取り残さないデジタル社会の実現に向け、地域の高齢者等
にスマートフォンの基礎知識を分かりやすく教えることができる「大分県地域デジ
タル活用支援員」を育成し、地域で教え合う体制を構築するものである。
②委託先には、支援員の育成やスマートフォン体験教室の開催について、知見や
実績を有していることが必要である。
③上記条件を満たす事業者として、企画提案競技の結果、ソフトバンク株式会社
を選定した。
④根拠法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

186 先端技術挑戦課
GPUプラットフォーム提供及びテクニ
カルサポート委託業務

令和3年11月30日

東京都港区西新橋２丁目１４－１興和西新
橋ビルＢ棟
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニ
ケーションズ

2,200,000  円

①本業務は、大分県内企業等におけるGPUの活用促進に向けた、GPUプラット
フォームの提供及びテクニカルサポートを行うものである。
②これを行うために企画提案競技により、広く企画の提案者を公募し、採択され
た提案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

187 大分高等技術専門校
委託訓練「介護実務者研修科（大分
②）」(3-64)

令和4年2月8日
東京都新宿区西新宿1丁目23番7号
株式会社日本教育クリエイト
（三幸福祉カレッジ）

8,712,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

188 大分高等技術専門校
委託訓練「パソコン経理科科（佐伯
③）」(3-65)

令和4年2月25日
大分市錦町3-7-30
一般社団法人由布学園
（大分経理専門学校本校）

2,574,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円

189 工業振興課
令和３年度
離島における持続可能な生活環境
構築・実証事業委託業務契約

令和3年12月20日
大分市東春日町１７番５７号
株式会社オーイーシー

16,915,800  円

①本業務は、津久見市無垢島を実証フィールドとして離島・へき地地域にオンライ
ン診療とドローン配送を導入し、それらを組み合わせて地域課題の解決を図るも
のである。
②これを行うために、県内で唯一、自社で開発した「遠隔診療システム」を有し、
かつ、ドローンによる医薬品配送に関するガイドラインに適合したドローンによる
医薬品配送を行った実績・ノウハウを有する株式会社オーイーシーと委託契約を
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
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190 工業振興課
令和３年度
災害時ドローン総合運用実証・調査
事業委託業務契約

令和4年2月7日
大分市金池南1丁目5番1号コレジオ大分5
階
株式会社ザイナス

4,415,290  円

①本業務は、大分県災害対策支援システムと「防災・減災のための情報活用プ
ラットフォーム(EDiSON)」を双方向連携させるために共有すべき情報をドローンで
収集・集約し、実際の災害で有効に機能させていく仕組みづくりを図るものであ
る。
②これを行うために、EDiSONの機能等を熟知し、EDiSONの保守・運用を担う株
式会社ザイナスと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

191 大分高等技術専門校
委託訓練「医師事務作業補助者科
（大分）」(3-67)

令和4年3月4日
東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地
株式会社　ニチイ学館

3,696,000  円

優秀な企画を提案した者に委託するため企画提案競技（コンペ）を実施し、提案
者の公募を行った。
審査の結果、優秀な企画を提案した左記の者と契約することが妥当であると判断
し、契約を行った。
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
単価契約（１人あたり月額単価）
訓練実施委託費　55,000円 ,就職支援費　22,000円


